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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
‶はすくうちぇ, 14 はくゃぇさは

ぅしくけ, 
ょくひき -8-10, くけつぬの -15-17

╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 6 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 744 きき さす.しす.
]せぉぉけすぇ, 15 はくゃぇさは

ぅしくけ, 
ょくひき -14-16, くけつぬの -19-21

╁っすっさ のあくにえ, 5 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 745 きき さす.しす.
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╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
] はくゃぇさは こけ ょっおぇぉさぬ 2010 ゅけょぇ 

くぇ すっささうすけさうう ╀╂¨ こさけういけてかけ 
390 こけあぇさけゃ, つすけ くぇ 189 しかせつぇ-
っゃ ぉけかぬてっ, つっき ゃ 2009 ゅけょせ. ╇い 
けぉとっゅけ おけかうつっしすゃぇ こけあぇさけゃ 122 
しかせつぇは こけょかっあぇす ゅけしせょぇさしすゃっくくけ-
きせ しすぇすうしすうつっしおけきせ せつひすせ (せとっさぉ, 
すさぇゃきに, ゅうぉっかぬ), つすけ くぇ 26 しかせ-
つぇっゃ ぉけかぬてっ, つっき ゃ ぇくぇかけゅうつくにえ 
こっさうけょ こさけてかけゅけ ゅけょぇ. 

′ぇ こけあぇさぇた こけゅうぉかけ ょっしはすぬ 
つっかけゃっお, ゃ すけき つうしかっ けょうく さっぉひ-
くけお. ╆ぇ ぇくぇかけゅうつくにえ こっさうけょ 2009 
ゅけょぇ こけゅうぉかけ てっしすぬ つっかけゃっお. ╆ぇ-
さっゅうしすさうさけゃぇくけ つっすにさっ しかせつぇは 
すさぇゃきぇすういきぇ かのょっえ, ゃ すけき つうしかっ 
けょうく さっぉひくけお. ╆ぇ ぇくぇかけゅうつくにえ 
こっさうけょ 2009 ゅけょぇ こけかせつうかう すさぇゃ-

きに 11 つっかけゃっお, ゃ すけき つうしかっ けょうく 
さっぉひくけお. 

‶け しさぇゃくっくうの し ぇくぇかけゅうつくにき 
こっさうけょけき こさけてかけゅけ ゅけょぇ さっいおけ 
せゃっかうつうかけしぬ おけかうつっしすゃけ こけあぇ-
さけゃ, こさうつうくけえ おけすけさにた はゃうかけしぬ 
こっつくけっ けすけこかっくうっ. ‶け ねすけえ こさう-
つうくっ しかせつうかけしぬ 28 ゃけいゅけさぇくうえ, 
つすけ くぇ  11 しかせつぇっゃ ぉけかぬてっ, つっき いぇ 
ぇくぇかけゅうつくにえ こっさうけょ 2009 ゅけょぇ. ╁ 
2010 ゅけょせ こさけういけてかけ 35 こけあぇさけゃ, 
こさうつうくけえ おけすけさにた こけしかせあうかぇ 
ぇゃぇさうえくぇは さぇぉけすぇ ねかっおすさけすったくう-
つっしおうた しっすっえ, つすけ くぇ 14 しかせつぇっゃ 
ぉけかぬてっ, つっき ゃ こさけてかけき ゅけょせ.

〉つぇしすうかうしぬ こけあぇさに くぇ けぉなっおすぇた 
あうかけゅけ しっおすけさぇ, ゅぇさぇあぇた う すさぇくし-
こけさすっ し 70 ゃ 2009 ゅけょせ ょけ 90 しかせ-

つぇっゃ ゃ 2010 ゅけょせ. ¨しけぉっくくけ きくけゅけ 
ゃ ねすけき ゅけょせ ゅけさっかう ぉぇくう.

╁ 2010 ゅけょせ こはすぬ さぇい ゅけさっかう 
こさけういゃけょしすゃっくくにっ こけきっとっくうは. 
╁ 2009 ゅけょせ ねすけす こけおぇいぇすっかぬ ぉにか 
くせかっゃにき. 

¨しくけゃくけっ おけかうつっしすゃけ こけあぇさけゃ 
こさけうしたけょうす ゃ しっかぬしおけえ きっしすくけしすう. 
』うしかけ こけあぇさけゃ し 43 しかせつぇっゃ せゃっ-
かうつうかけしぬ ょけ 69. ¨しけぉっくくけ ゃ ねすけき 
けすくけてっくうう けすかうつうかしは こけしひかけお 
╋けくっすくにえ, おけすけさにえ ゃ 2010 ゅけょせ 
ゅけさっか 17 さぇい, つすけ くぇ ょっしはすぬ さぇい 
ぉけかぬてっ こさけてかけゅけ こけおぇいぇすっかは.

〉ゃぇあぇっきにっ ょぇきに う ゅけしこけょぇ 
ぉせょぬすっ ゃくうきぇすっかぬくっっ う くっ せゃっかう-
つうゃぇえすっ, こけ ゃけいきけあくけしすう, こっつぇかぬ-
くせの しすぇすうしすうおせ!

ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÈÉ ÒÐÈÓÌÔ «ÝÄÅËÜÂÅÉÑÀ»
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
′ぇょ きくけゅけつうしかっくくにきう おせぉ-

おぇきう う しすぇすせねすおぇきう, いぇゃけひゃぇく-
くにきう ぇくしぇきぉかっき «ぁょっかぬゃっえし», 
ゃけいゃにてぇのすしは けすかうゃぇのとうっ 
いけかけすけき ゅうゅぇくすに し けおさにかひく-
くけえ っょうくうちっえ くぇ «ゅさせょう». ぁすう 
すさけそっう こさうゃっいかう うい ]ぇくおす-
‶っすっさぉせさゅぇ ゃけしこうすぇくくうおう  たけ-
さっけゅさぇそうつっしおけゅけ ぇくしぇきぉかは 
«ぁょっかぬゃっえし», ゃにしすせこぇゃてうっ ゃ 
くけゃけゅけょくうっ おぇくうおせかに くぇ きっあ-
ょせくぇさけょくけき おけくおせさしっ-そっしすう-
ゃぇかっ «‶さっけぉさぇあっくうっ» «[けあ-
ょっしすゃけ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ». 
┿くしぇきぉかぬ う っゅけ させおけゃけょうすっかぬ 
╇さうくぇ ╀けさうしけゃくぇ ‶にたけゃぇ こけ-
こけかくうかう こけぉっょくせの おけこうかおせ 
しさぇいせ つっすにさぬきは くぇゅさぇょぇきう. 

]けすくう たけさっけゅさぇそうつっしおうた おけか-
かっおすうゃけゃ, しけかうしすけゃ, ゃけおぇかうしすけゃ, 
きせいにおぇくすけゃ – すゃけさつっしおうた ょっすっえ 
うい [けししうう う  しすさぇく ぉかうあくっゅけ ╆ぇ-
させぉっあぬは – くぇ こはすぬ ょくっえ しなったぇかうしぬ 
ゃ ‶っすっさぉせさゅ くぇ おけくおせさし ょっすしおけゅけ う 
きけかけょひあくけゅけ すゃけさつっしすゃぇ. ╀っさひいけゃ-
しおうえ おけかかっおすうゃ «ぁょっかぬゃっえし» すけあっ 
けおぇいぇかしは ゃ つうしかっ せつぇしすくうおけゃ う しさぇ-
いせ いぇゃけっゃぇか かのぉけゃぬ つかっくけゃ あのさう. 

》けさっけゅさぇそ ╇さうくぇ ╀けさうしけゃくぇ ‶に-
たけゃぇ こけょゅけすけゃうかぇ お せつぇしすうの ゃ そっ-
しすうゃぇかっ ゃけしぬきけえ おかぇしし, ゃにしすせこぇゃ-

てうえ ゃ ゃけいさぇしすくけえ おぇすっゅけさうう 13-15 かっす. ╁きっしすっ 
し くうきう ゃ ‶っすっさぉせさゅ し しけかぬくにきう ねしすさぇょくにきう 
くけきっさぇきう けすこさぇゃうかぇしぬ う けょくぇ うい かせつてうた ゃに-
こせしおくうち ぇくしぇきぉかは, ]ゃっすかぇくぇ 【ぇたきぇすけゃぇ. 

╋けゅかう かう こけょせきぇすぬ すぇくちけさに, つすけ くぇ けぉさぇす-
くけき こせすう うた ぉぇゅぇあ いくぇつうすっかぬくけ こけすはあっかっっす, 
ゃっょぬ ゃしっ くけきうくぇちうう, ゃ おけすけさにた せつぇしすゃけゃぇかう 
のくにっ ぉっさっいけゃつぇくっ, しすぇかう ょかは くうた こけぉっょくにきう, 
ゃ ╀っさひいけゃしおうえ けくう こさうゃっいかう すさう おせぉおぇ. 

′っ ぉにかけ さぇゃくにた くぇてうき さっぉはすぇき ゃ くぇさけょ-
くけき すぇくちっ. ′けきっさ «╁けいかっ さっつおう», こけおぇいぇくくにえ 
くぇ そっしすうゃぇかっ, ぉっさひいけゃしおうっ いさうすっかう っとひ くっ 
ゃうょっかう, ぇ ゃけす «〈ぇくっち すぇすぇさしおうた ょっゃせてっお» くぇ 
きっしすくけえ しちっくっ うしこけかくはかう くにくってくうっ ゃにこせしお-
くうおう ぇくしぇきぉかは «ぁょっかぬゃっえし». ╇さうくぇ ╀けさうしけゃ-
くぇ さうしおくせかぇ ゃおかのつうすぬ っゅけ ゃ おけくおせさしくせの こさけ-
ゅさぇききせ, たけすは ょけ ねすけゅけ すぇくっち くっ ぉにか こけおぇいぇく 
くう くぇ けょくけき おけくおせさしっ. ╉さぇしうゃにっ おけしすのきに う 

ぉっいせこさっつくけっ うしこけかくっくうっ こさうくっしかう ぇくしぇきぉかの 
ょうこかけき ╊ぇせさっぇすけゃ I しすっこっくう う いけかけすけえ おせぉけお. 
╅のさう こけたゃぇかうかけ ておけかせ こさっこけょぇゃぇすっかは う ゃに-
ぉけさ きせいにおぇかぬくにた こさけういゃっょっくうえ, つすけ ぉにゃぇっす 
けつっくぬ さっょおけ. 

– ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ – おけかにぉっかぬ させししおけゅけ ぉぇ-
かっすぇ, こけねすけきせ ょかは きっくは けしけぉっくくけ ちっくくけ, つすけ 
あのさう けちっくうかけ おかぇししうつっしおうっ すぇくちに, – ゅけゃけさうす 
╇さうくぇ ‶にたけゃぇ. 

╆ぇ くうた «ぁょっかぬゃっえし» こけかせつうか ょうこかけき ╊ぇせさっ-
ぇすぇ II しすっこっくう. ┿くしぇきぉかぬ こけおぇいぇか くけきっさぇ «‶っし-
くう ゃっしくに» う «′っぇこけかうすぇくしおうえ すぇくっち». 

〈さっすうえ いくぇつうきにえ こさうい いぇゃけっゃぇかぇ ]ゃっすかぇくぇ 
【ぇたきぇすけゃぇ. ╃っゃせておぇ ゃ おけさけすおうっ しさけおう ゃにせつう-
かぇ ょゃっ くけゃにっ ょかは くっひ こさけゅさぇききに. 〈ぇかぇくすかう-
ゃせの せつっくうちせ ぉっさひいけゃしおけゅけ たけさっけゅさぇそぇ ょぇあっ 
いぇたけすっかう いぇゃっさぉけゃぇすぬ ゃ こっすっさぉせさゅしおうえ ぉぇかっす.  
╄かっくぇ ╀っかはっゃぇ, ょうさっおすけさ ぉぇかっすぇ «]すうかぬ», いぇ-

はゃうかぇ: «╄しかう ぉに ゃに あうかう ゃ ‶っすっさぉせさゅっ, は ぉに 
せおさぇかぇ せ ゃぇし ]ゃっすかぇくせ». 

′ぇ そけくっ ょうこかけきけゃ ゃにょっかはっすしは くっけぉにつくにえ 
こさうい: くぇ しすっおかはくくけえ さぇきおっ いけかけすにきう おぇこかはきう 
くぇさうしけゃぇくぇ かうさぇ – しうきゃけか ゅぇさきけくうう, しけゃっさ-
てっくしすゃぇ, すゃけさつっしおけゅけ ゃょけたくけゃっくうは. ぁすけ けょくぇ 
うい しぇきにた ちっくくにた くぇゅさぇょ, こけかせつうかう っひ すけかぬおけ 
すさう たけさっけゅさぇそぇ, ゃ つうしかっ おけすけさにた ╇さうくぇ ╀けさう-
しけゃくぇ ‶にたけゃぇ. ‶さっょしっょぇすっかぬ あのさう, ╁ぇかっくすうくぇ 
╂ぇくうぉぇかけゃぇ, いぇしかせあっくくぇは ぇさすうしすおぇ [けししうう, くぇ-
ゅさぇょうかぇ っひ いぇ ゃにしけおうえ せさけゃっくぬ たけさっけゅさぇそうう. 

╃けしすうあっくうは くぇてうた いっきかはおけゃ っとひ さぇい ょけおぇ-
いにゃぇのす, つすけ くぇしすけはとっっ うしおせししすゃけ さけあょぇっすしは う  
あうゃひす こけゃしのょせ: う ゃ おせかぬすせさくにた しすけかうちぇた, ゃさけょっ 
]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅぇ, う ゃ くっぉけかぬてうた ゅけさけょぇた, おぇお 
くぇて. ╁しひ こけすけきせ, つすけ っしすぬ いぇきっつぇすっかぬくにっ こっょぇゅけ-
ゅう し うしおさはとうきうしは ゅかぇいぇきう う くっうししはおぇっきにき そけく-
すぇくけき ゃょけたくけゃっくうは, すぇおうっ, おぇお ╇さうくぇ ╀けさうしけゃくぇ.

〉[┿! 〉 ′┿] 
〈╄╊╄╁╇╃╄′╇╄!
] 1 はくゃぇさは ゃ ′けゃけぉっさひいけゃ-

しおけき きうおさけさぇえけくっ くぇつぇかぇ ゃっ-
とぇくうっ おぇぉっかぬくぇは すっかっおけきこぇくうは 
«╁っお すっかっゃうょっくうは». 〈っかっゃういけさに 
きけあくけ くぇしすさけうすぬ くぇ 11 おぇくぇか 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき う くぇ 17 おぇくぇか ゃ 
′けゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ. 
╁ すゃけさつっしおうた こかぇくぇた ねそうさくにた 
あせさくぇかうしすけゃ: しけいょぇくうっ うくそけさ-
きぇちうけくくけ-さぇいゃかっおぇすっかぬくけゅけ おぇ-
くぇかぇ し くけゃけしすくにきう しのあっすぇきう.

╁ しせぉぉけすせ, 15 はくゃぇさは 
しけしすけうすしは こっさゃにえ すせさ 

こっさゃっくしすゃぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ

 こけ かにあくにき ゅけくおぇき. 
]すぇさす ゃ 11.00. ╋っしすけ こさけゃっ-
ょっくうは – こけしひかけお 【うかけゃおぇ.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÊÎËËÅÃ!

╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
ぅ ぉにか しゃうょっすっかっき すけゅけ, おぇお ┿くぇすけかうえ ╉せさうかっくおけ, ょゃぇょちぇすぬ かっす けす-

ょぇゃてうえ «╀っさひいけゃしおけきせ さぇぉけつっきせ», こけかせつうか ゃけいきけあくけしすぬ しおぇいぇすぬ 
こさけとぇかぬくけっ しかけゃけ ゃ おけくちっ さぇしてうさっくくけゅけ ぇここぇさぇすくけゅけ しけゃっとぇくうは ぇょ-
きうくうしすさぇちうう くぇてっゅけ ゅけさけょぇ ょゃぇ ゅけょぇ くぇいぇょ. ¨く しおぇいぇか: «ぅ しかせあうか 
つっしすくけ…». 〈せす っゅけ ゅけかけし けす ゃけかくっくうは しけさゃぇかしは. ┿ ゃしっ こさうしせすしすゃせのとうっ 
せあっ ぉにかう いぇくはすに しゃけうきう きにしかはきう う こさっょしすけはとうきう ょっかぇきう, こっさっゅけ-
ゃぇさうゃぇかうしぬ, しきっはかうしぬ, ゃしすぇゃぇかう し きっしす. ]かひいに ゃにしすせこうかう くぇ ゅかぇいぇた 
┿くぇすけかうは ‶っすさけゃうつぇ, けく きぇたくせか させおけえ う いぇきけかつぇか. ╁けす う ゃしは くぇゅさぇょぇ 
つっかけゃっおせ, くっ さぇい ゃしすせこぇゃてっきせ ゃ ぉけえ し ぉのさけおさぇすぇきう う さぇしたうすうすっかはきう, 
しくうきぇゃてっきせ しゃけうきう しすぇすぬはきう ぉけかぬてうた くぇつぇかぬくうおけゃ う こさけしかぇゃかはゃてっ-
きせ こけょゃうゅう ぉっさっいけゃつぇく. ぅ ゃうょっか ねすけ. ╇, しきっの くぇょっはすぬしは, こけくはか っゅけ 
つせゃしすゃぇ.

«′っす こぇきはすう け こさけてかけき, う け こけしかっょせのとうた こけおけかっくうはた くっ ぉせょっす 
こぇきはすう せ すった, おすけ ぉせょっす あうすぬ こけしかっ くうた», – しおぇいぇか ぁおおかっいうぇしす. 』すけ せあ 
ゅけゃけさうすぬ け ゅぇいっすつうおぇた, あうゃせとうた すけかぬおけ «いかけぉけえ ょくは»? 』すけ けしすぇくっすしは 
こけしかっ くぇし, あせさくぇかうしすけゃ? ‶けあっかすっゃてうっ こにかぬくにっ しすさぇくうちに. ‶さぇた… 

′け は こけいょさぇゃかはの ゃぇし, おけかかっゅう, し ╃くひき こっつぇすう! ‶せしすぬ くぇいにゃぇのす 
くぇし «ぉさったせくぇきう». ぁすけ くぇてぇ さぇぉけすぇ: おぇお ょゃけさけゃにっ こしに きに くぇつうくぇっき 
ぉさったぇすぬ, っょゃぇ いぇしかにてぇゃ つぬう-すけ おさぇょせとうっしは てぇゅう ゃ すっきくけすっ. 〈ぇえくけっ 
きに ょっかぇっき はゃくにき. ╇ こせしすぬ ぉっししけくくにっ くけつう, ぉっゅけすくは こけ おぇぉうくっすぇき, 

くっょけゃけかぬしすゃけ ゅっさけっゃ ゃぇてうた 
こせぉかうおぇちうえ くっ いぇしかけくはす けす 
ゃぇし ゅかぇゃくけゅけ: きに ゃにこけかくはっき 
しかけゃぇ ╇うしせしぇ, しおぇいぇゃてっゅけ: 
«〈け, つすけ すに せしかにてうてぬ しゃけうき 
せたけき, すけ こさけこけゃっょせえ しけ しゃけっえ 
おさけゃかう, うぉけ くうおすけ くっ いぇあう-
ゅぇっす しゃっすうかぬくうお う くっ しすぇゃうす 
っゅけ こけょ しけしせょ う くっ しすぇゃうす っゅけ 
ゃ すぇえくけき きっしすっ. ′け けく しすぇゃうす 
っゅけ くぇ こけょしすぇゃおせ, すぇお つすけ ゃしっ, 
おすけ こさうたけょうす う せたけょうす, きけゅせす 
ゃうょっすぬ っゅけ しゃっす». ‶せしすぬ ょぇあっ 
ねすけす しゃっす う さっあっす ゅかぇいぇ, きっ-
てぇは ぉっしすさっゃけあくけきせ しくせ!

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀÌ – Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ!

┿かっおしっえ ╂╊〉【╉¨╁, きぇえけさ きうかうちうう ゃ けすしすぇゃおっ
╄とひ ゃ のくけてっしおうっ ゅけょに は くぇつぇか 

しけすさせょくうつぇすぬ し ゅぇいっすけえ «‶せすぬ 
おけききせくういきぇ» (ゃ ′けゃけしうぉうさしおけえ 
けぉかぇしすう), おけすけさぇは こけいあっ しすぇかぇ 
くぇいにゃぇすぬしは «‶さぇゃょぇ ]っゃっさぇ». 

‶けしかっ ぇさきうう, ゃっさくせゃてうしぬ ゃ 
ゅ.╀っさひいけゃしおうえ, は しすぇか しけすさせょくう-
つぇすぬ し きっしすくけえ ゅぇいっすけえ. ╁ おぇつっ-
しすゃっ さぇぉおけさぇ こけょくうきぇか さぇいかうつ-
くにっ すっきに, ょっかぇか さっこけさすぇあう うい 
いぇかぇ しせょぇ. ′っ きけゅせ くっ ゃしこけきくうすぬ 
あせさくぇかうしすけゃ, おけすけさにっ けおぇいにゃぇ-
かう きくっ こけきけとぬ う こけょょっさあおせ ゃ 
こけょゅけすけゃおっ きぇすっさうぇかけゃ. ╋くけゅうっ 
ゅけょに さっょぇおすけさけき «╀っさひいけゃしおけゅけ 
さぇぉけつっゅけ» ぉにか ┿くぇすけかうえ ‶っすさけ-
ゃうつ ╉せさうかっくおけ, おけすけさけゅけ ゃしっゅょぇ 
けすかうつぇかう ゃにしけおぇは おせかぬすせさぇ う 
こさけそっししうけくぇかういき. ‶さう くひき ゅぇ-
いっすっ う っひ おけかかっおすうゃせ ぉにかけ こさう-
しせあょっくけ う ゃさせつっくけ くっきぇかけ ゅさぇ-
きけす う ぉかぇゅけょぇさしすゃっくくにた こうしっき 
ゅかぇゃに くぇてっゅけ けおさせゅぇ う ょさせゅうた ゃっ-
ょけきしすゃ. ╋くっ ょけゃっかけしぬ さぇぉけすぇすぬ し 
すぇおうき こさけそっししうけくぇかけき しゃけっゅけ 
ょっかぇ, おぇお ╇ゃぇく ╁ぇしうかぬっゃうつ ╋ぇかぇ-
たっっゃ. ╉けさっくくけえ ぉっさっいけゃつぇくうく, けく 
ぉけかぬてせの つぇしすぬ あういくう さっょぇおすけさ-
しすゃけゃぇか ゃ ゅぇいっすぇた ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, 
くけ くうおけゅょぇ くっ いぇぉにゃぇか さけょくけえ 
ゅけさけょ.

¨おけかけ ょゃせた かっす くぇいぇょ くぇ ょけかあ-
くけしすぬ さっょぇおすけさぇ ゅぇいっすに «╀っさひ-
いけゃしおうえ さぇぉけつうえ» こさうてひか ╃ぇ-
くううか ╃ぇくううかけゃうつ ‶うゃけゃぇさけゃ しけ 
しゃけうき こけょたけょけき お けしゃっとっくうの 
こさけぉかっき くぇてっゅけ ゅけさけょぇ う こけしひか-
おけゃ. ‶けょ っゅけ くぇつぇかけき う しっゅけょくは 
さぇぉけすぇのす こさけそっししうけくぇかぬくにっ う 
すぇかぇくすかうゃにっ ぇゃすけさに: ╊うかうは ぅく-
つせさうくぇ, ┿かひくぇ ╊ぇしおせすけゃぇ, 〈ぇすぬは-

くぇ ╋っさっあくうおけゃぇ, ╋ぇさうは ╀ぇぉおうくぇ, 
┿くくぇ ╂ぇゃさうかっくおけ, ょけ くっょぇゃくっゅけ 
ゃさっきっくう – 〈ぇすぬはくぇ 』せょうくけゃしおうた. 
╇た きけあくけ ゃしすさっすうすぬ くぇ ゃしった ゅけ-
さけょしおうた きっさけこさうはすうはた し ょうお-
すけそけくけき うかう そけすけぇここぇさぇすけき ゃ 
させおぇた. 

╃けゃっかけしぬ きくっ せつうすぬしは う ゃ ておけ-
かっ さぇぉおけさけゃ こさう «╀っさひいけゃしおけき 
さぇぉけつっき», ゅょっ けしくけゃに ゅぇいっすくけゅけ 
ょっかぇ くぇき こさっこけょぇゃぇか あせさくぇかうしす 
╂. ‶. 〈っすひさおうく. [ぇぉけすぇかぇ し さぇぉ-
おけさぇきう あせさくぇかうしす ねすけえ あっ ゅぇ-
いっすに, ゃっすっさぇく すさせょぇ ╁ぇかっくすうくぇ 
┿さおぇょぬっゃくぇ 〉しすうくけゃぇ, おけすけさぇは 
くぇゅさぇあょっくぇ ゅさぇきけすけえ ╆ぇおけくけょぇ-
すっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう. ╃けかゅうっ ゅけょに ょっはすっかぬ-
くけしすぬ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさ-
ゅぇくけゃ ゃ  «╀っさひいけゃしおけき さぇぉけつっき» 
けしゃっとぇかぇ ╊のょきうかぇ ╁うすぇかぬっゃくぇ 
╆うくけたうくぇ. 

┿ おぇお くっ ゃしこけきくうすぬ ょけぉさにき 
しかけゃけき あせさくぇかうしすぇ ╂. ╇. ′っ-
せゅけょくうおけゃぇ, きくけゅけ かっす けすょぇゃ-
てっゅけ しゃけっきせ ょっかせ, こけねすっししせ-しおぇ-
いうすっかぬくうちせ (う しけすさせょくうちせ ╀[!) 
╄.‶. ╉かのてくうおけゃせ?.. ]ゃっすかぇは うき 
こぇきはすぬ. 

╁ ╃っくぬ こっつぇすう けす しっぉは かうつ-
くけ, しっおちうう こさぇゃけけたさぇくうすっかぬ-
くにた けさゅぇくけゃ う こさっいうょうせきぇ 
ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ 
こけいょさぇゃかはの ゃしった あせさくぇかう-
しすけゃ し こさけそっししうけくぇかぬくにき 
こさぇいょくうおけき! ╆ょけさけゃぬは, しつぇ-
しすぬは, けこすうきういきぇ ゃぇき! ‶せしすぬ 
«╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» (う 
ょさせゅうっ ゅぇいっすに くぇてっゅけ ゅけさけ-
ょぇ) しすぇくけゃはすしは っとひ うくすっさっし-
くっえ! 〈ぇお ょっさあぇすぬ!

╁｠╀¨[｠–2011

‶╄[╁｠╄ ]┿╋¨╁｠╃╁╇╅╄′『｠ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
] 1 はくゃぇさは くぇつぇかけしぬ ゃにょゃうあっ-

くうっ おぇくょうょぇすけゃ くぇ こけしす きねさぇ ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ. 

[っいゃっっ ゃしった けおぇいぇかうしぬ こさっょ-
しすぇゃうすっかぬくうちに こさっおさぇしくけゅけ こけかぇ 
– っとひ ょけ おけくちぇ くけゃけゅけょくうた こさぇいょ-
くうおけゃ こぇおっすに ょけおせきっくすけゃ ういぉうさぇ-
すっかぬくけえ おけきうししうう こさっょけしすぇゃうかう 
〈ぇきぇさぇ ╃きうすさうっゃくぇ ╂けかけゃくは う 〈ぇ-
すぬはくぇ ╀けさうしけゃくぇ ┿さすっきぬっゃぇ. 

〈ぇすぬはくぇ ╀けさうしけゃくぇ – ゅかぇゃくにえ 
ゃさぇつ しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ こけかうおかう-
くうおう, ょっこせすぇす ゅけさけょしおけえ ╃せきに, 
ゅょっ けくぇ ゃけいゅかぇゃかはっす おけきうししうの こけ 
ねおけくけきうおっ う ぉのょあっすせ. 

〈ぇきぇさぇ ╃きうすさうっゃくぇ くっ こっさゃにえ 
さぇい ぉぇかかけすうさせっすしは くぇ こけしす ゅかぇゃに 
くぇてっゅけ けおさせゅぇ.  ]っえつぇし こっくしうけ-
くっさおぇ 〈.╃. ╂けかけゃくは くぇ けぉとっしすゃっく-
くにた くぇつぇかぇた ゃけいゅかぇゃかはっす 〈¨] 
«′けゃけっ ぉせょせとっっ こけしひかおぇ» (′╀‶). 

╃かは さぇぉけすに し おぇくょうょぇすぇきう ゃ 
しけけすゃっすしすゃうう し ういぉうさぇすっかぬくにき 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき [けししうえしおけえ 

《っょっさぇちうう う ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう こさうくはす こけさはょけお ゃにょゃうあっくうは う 
さっゅうしすさぇちうう おぇくょうょぇすけゃ, ぇ すぇおあっ 
さぇぉけすに 〈╇╉ こけ こさうひきせ う こさけゃっさおっ 
ょけおせきっくすけゃ. 

╁け ゃしっ くっけぉたけょうきにっ けさゅぇくに さぇ-
ぉけすくうおう ういぉうさぇすっかぬくけえ おけきうししうう 
さぇいけしかぇかう こさっょしすぇゃかっくうは け こけょ-
すゃっさあょっくうう ょぇくくにた, おけすけさにっ おぇく-
ょうょぇすに せおぇいぇかう ゃ ょけおせきっくすぇた. ¨す-
ゃっすくにっ こうしぬきぇ  うい さぇいかうつくにた しかせあぉ 
しすぇくせす こけょすゃっさあょっくうっき  こけょかうくくけ-
しすう こさっょしすぇゃかっくくけえ うくそけさきぇちうう. 

‶けしかっ こさけゃっさおう おぇくょうょぇすに ぉせ-
ょせす いぇさっゅうしすさうさけゃぇくに こけ うすけゅぇき 
しぉけさぇ こけょこうしっえ, おぇあょけきせ しぇきけゃに-
ょゃうあっくちせ くっけぉたけょうきけ いぇさせつうすぬしは 
こけょょっさあおけえ 557 あうすっかっえ ゅけさけょぇ.  

‶けかせつうすぬ こけょこうしぬ ういぉうさぇすっかは 
けぉきぇくくにき しこけしけぉけき くっゃけいきけあくけ, 
しせとっしすゃせっす っょうくぇは そけさきぇ  こけょ-
こうしくけゅけ かうしすぇ, せすゃっさあょひくくぇは  
╇いぉうさぇすっかぬくにき おけょっおしけき ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう. ╁ くひき せおぇいにゃぇ-

っすしは うくそけさきぇちうは け おぇくょうょぇすっ う 
こさっょせしきけすさっくに こけかは ょかは ゃくっしっ-
くうは ょぇくくにた ゃしった こけょこうしぇゃてうたしは 
ういぉうさぇすっかっえ. ╄しかう かうしす くっ ぉせょっす 
しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ けぉさぇいちせ – こけょこう-
しう こさういくぇのす くっょっえしすゃうすっかぬくにきう. 

‶けょょっかぇすぬ ぇゃすけゅさぇそに すけあっ くっ 
せょぇしすしは. ╁ しけしすぇゃっ さぇぉけつっえ ゅさせこ-
こに, こさけゃっさはのとっえ ょけしすけゃっさくけしすぬ 
しけぉさぇくくにた こけょこうしっえ, うきっっすしは こけ-
つっさおけゃっょ, おけすけさにえ しこけしけぉっく さぇし-
こけいくぇすぬ こけょこうしぬ, こけしすぇゃかっくくせの 
けょくけえ させおけえ. ╉ぇくょうょぇす う しぇき きけ-
あっす うい いぇこけかくっくくにた こけょこうしくにた 
かうしすけゃ ゃにつっさおくせすぬ こけょこうしう, こけおぇ-
いぇゃてうっしは っきせ こけょけいさうすっかぬくにきう. 
╁っょぬ っしかう ゃ こさけちっししっ こさけゃっさおう 
つかっくに おけきうししうう けすぉさぇおせのす ぉけかっっ 
ょっしはすう こけょこうしっえ – おぇくょうょぇすぇ くっ 
いぇさっゅうしすさうさせのす. 

╁にょゃうあっくうっ おぇくょうょぇすけゃ こさけょ-
かうすしは ょけ 26 はくゃぇさは. ′ぇこけきくうき, 
つすけ ょけしさけつくにっ ゃにぉけさに ゅかぇゃに しけ-
しすけはすしは 13 きぇさすぇ.

╉¨′╉〉[]

┯╂┥┬┰┲┰┷ ┧┲┴┲┨┷ ┳┲┵┦╃┽┤┩┶┵╃ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ぇゃすけさぇ
╁ こけしかっょくうた つうしかぇた ょっおぇぉさは ¨す-

ょっか こけ ょっかぇき きけかけょひあう こけょゃひか うすけ-
ゅう おけくおせさしぇ しけちうぇかぬくけえ さっおかぇきに. 
╃っくっあくにっ こさういに しすぇかう けすかうつくにき 
くけゃけゅけょくうき こけょぇさおけき ょかは せつぇしすくう-
おけゃ. 

′ぇ おけくおせさし こけょぇかう ゃしっゅけ ょっしはすぬ 
いぇはゃけお, ゃけいきけあくけ う けすすけゅけ, つすけ 
いぇくはすぬしは さっおかぇきけえ ぉっさっいけゃつぇくぇき 
こさっょかけあうかう ゃこっさゃにっ, さぇくぬてっ ゅけ-
さけあぇくっ しけしすはいぇかうしぬ かうてぬ ゃ くぇこうしぇ-
くうう しけちうぇかぬくにた こさけっおすけゃ.

 ╁ さけかう あのさう ゃにしすせこうかう しけすさせょ-
くうおう ¨すょっかぇ こけ ょっかぇき きけかけょひあう う 
こさっょしすぇゃうすっかう おぇそっょさに さっおかぇきに 
〉さ╂‶〉. ¨しくけゃくぇは ぉけさぬぉぇ さぇいゃっさくせ-
かぇしぬ ゃ くけきうくぇちうはた そけすけ- う ゃうょっけ-
さっおかぇきぇ. 

– ‶けつすう くう けょくぇ さぇぉけすぇ くっ しけ-
けすゃっすしすゃけゃぇかぇ すったくうつっしおうき すさっぉけ-
ゃぇくうはき, せおぇいぇくくにき ゃ こけかけあっくうう, 
ゃうょうきけ, せつぇしすくうおう くっゃくうきぇすっかぬくけ 
し くうき けいくぇおけきうかうしぬ, – こけょゃけょうす 
うすけゅう しこっちうぇかうしす ¨╃╋ ┿かっおしぇくょさ 
╃っさゅぇつひゃ. – ′ぇおかっえおう ょっかぇかう ゃ 
PowerPoint, さけかうおう ぉにかう しかうておけき 
ょかうくくにっ. ‶けねすけきせ しせききせ ゅかぇゃくけゅけ 

こさういぇ きに さぇいょっかうかう しさっょう くっしおけかぬ-
おうた せつぇしすくうおけゃ, すぇお おぇお ぇぉしけかのすくけ-
ゅけ こけぉっょうすっかは くっ ぉにかけ. 

«ぅ せつせしぬ ゃ かのぉうきけき ゅけさけょっ», «ぅ 
さぇぉけすぇの ゃ かのぉうきけき ゅけさけょっ», «ぅ 
けすょにたぇの ゃ かのぉうきけき ゅけさけょっ»  – こぇ-
すさうけすうつっしおうっ くぇおかっえおう し すぇおうきう 
くぇょこうしはきう ゃしおけさっ きけゅせす こけはゃうすぬしは 
こさう ゃたけょぇた ゃ ておけかに, こさっょこさうはすうは 
う せつさっあょっくうは ゅけさけょぇ. ╆ぇ  ねすせ うょっの 
ぃかうは ╃けきさぇつっゃぇ (くぇ そけすけ) こけかせつう-
かぇ しこっちうぇかぬくにえ こさうい. 

╁ くけきうくぇちうう «╁うょっけさっおかぇ-
きぇ» こっさゃけっ きっしすけ いぇくはかう ゃけし-
こうすぇくくうおう ╋けかけょひあくけえ ておけかに 
ぉういくっしぇ し さけかうおけき け あっしすけおけき 
けぉさぇとっくうう し ょっすぬきう. ‶さうい いぇ 
ゃすけさけっ きっしすけ こけかせつうかう せつっくう-
おう そうかうぇかぇ ╋〉╉ ╃‶╃『 «╋っさう-
ょうぇく», すさっすぬうきう しすぇかう せつぇしす-
くうおう ]けゃっすぇ しすぇさてっおかぇししくうおけゃ 
ておけかに わ9.

╊せつてうっ そけすけこさけっおすに こさっょ-
しすぇゃうかう ┿くくぇ ┿おしひくけゃぇ, ぃかうは 
╊におけゃぇ う ╋ぇさうは ]きうさくけゃぇ, こけ-
かせつうゃてうっ ゃけいくぇゅさぇあょっくうっ いぇ 1, 
2 う 3 きっしすぇ しけけすゃっすしすゃっくくけ.  

–  ぅ ぉかぇゅけょぇさくぇ けさゅぇくういぇすけさぇき 
いぇ ゃけいきけあくけしすぬ ゃにさぇいうすぬ しゃけう 
きにしかう こけ ぇおすせぇかぬくにき しけちうぇかぬくにき 
こさけぉかっきぇき くぇてっゅけ ゅけさけょぇ, – ゅけ-
ゃけさうす せつぇしすくうちぇ おけくおせさしぇ ╋ぇさうは 
]きうさくけゃぇ. – ぅ けぉせつぇのしぬ こけ しこっちう-
ぇかぬくけしすう きっくっょあきっくす, きぇさおっすうくゅ 
う さっおかぇきぇ ゃ ]╋╇, こけねすけきせ おけくおせさし 
ょかは きっくは – ねすけ ゃぇあくにえ こさけそっししう-
けくぇかぬくにえ けこにす. ‶さうはすくけ けしけいくぇ-
ゃぇすぬ, つすけ ゅけさけょしおうき ゃかぇしすはき うくすっ-
さっしっく ゃいゅかはょ きけかけょひあう.

ぁ》¨ ‶[┿╆╃′╇╉┿
‶¨》╋╄╊を╄ 》┿╋]〈╁〉 ′╄ ¨‶[┿╁╃┿′╇╄

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
╁ くけゃけゅけょくうっ こさぇいょくうおう, し 31 

ょっおぇぉさは こけ 10 はくゃぇさは, ぉさうゅぇょぇ 
«しおけさけえ こけきけとう» しけゃっさてうかぇ 
474 ゃにっいょぇ ゃ こさっょっかぇた ゅけさけょぇ 
╀っさひいけゃしおけゅけ う ぉけかっっ 70 ゃにっいょけゃ 
ゃ すぇおうっ おさせこくにっ こけしひかおう, おぇお ╋け-
くっすくにえ, ╊けしうくにえ, ╉かのつっゃしお. 

‶け しかけゃぇき いぇゃっょせのとっえ けすょっかっくうっき 
しおけさけえ きっょうちうくしおけえ こけきけとう ′うくに 
╉けかすぇてっゃけえ, ゃ きうくせゃてうっ こさぇいょくうつ-
くにっ ょくう くっ ぉにかけ いぇそうおしうさけゃぇくけ 
しっさぬひいくにた おさうきうくぇかぬくにた すさぇゃき, くっ 
ょけおせつぇか かのょはき う ゅけかけかひょ. ╀っさっいけゃ-
つぇくっ, ゃ けしくけゃくけき, すさぇゃきうさけゃぇかうしぬ ゃ 
ぉにすせ, こけかせつぇは しかせつぇえくにっ こけさっいに うかう 
せてうぉに. ╆ぇすけ きくけゅけ ゃにっいょけゃ こさうてかけしぬ 
しけゃっさてうすぬ お かのょはき ゃ ぇかおけゅけかぬくけき 
けこぬはくっくうう, ぇ こけしかっ すさっすぬっゅけ はくゃぇさは – 
お しすさぇょぇのとうき けす ぇぉしすうくっくすくけゅけ しうく-
ょさけきぇ, こさけとっ ゅけゃけさは, こけたきっかぬは. 

– ′ぇ しかっょせのとうえ ょっくぬ こけしかっ ぇお-
すうゃくけゅけ こさぇいょくけゃぇくうは つっかけゃっおぇ 
くぇつうくぇっす すさはしすう, ぉけかうす ゅけかけゃぇ, 
こけょくうきぇっすしは すっきこっさぇすせさぇ. ¨く いゃけ-
くうす ゃ «しおけさせの», すさっぉせっす しさけつくけ 
こさうったぇすぬ, けおぇいぇすぬ こけきけとぬ. ¨ょくぇおけ 
お こけたきっかぬくにき «ぉけかぬくにき» きに ゃにっい-
あぇっき すけかぬおけ っしかう こさう ゃしった こさけつうた 
しうきこすけきぇた っしすぬ けしかけあくっくうは. ′ぇこさう-
きっさ, しっさょっつくにっ うかう おぇおうっ-かうぉけ ょさせ-
ゅうっ. 』すけぉに ねすけ ゃにはしくうすぬ, こけょさけぉくけ 
さぇししこさぇてうゃぇっき こけいゃけくうゃてっゅけ け っゅけ 
しけしすけはくうう. ╄しかう けしかけあくっくうえ くっす, 
«しおけさぇは» くっ ゃにっいあぇっす. ╋に くっ うきっっき 
こさぇゃけ すっさはすぬ ゃさっきは: ゅょっ-すけ ゃ ょさせ-
ゅけき きっしすっ くぇし あょせす ょっえしすゃうすっかぬくけ 
すはあひかにっ ぉけかぬくにっ, し うくそぇさおすぇきう う 
うくしせかぬすぇきう. ‶け すっかっそけくせ きに きけあっき 
すけかぬおけ ょぇすぬ つっかけゃっおせ しけゃっす おせこうすぬ ゃ 
ぇこすっおっ かのぉけっ さぇしすゃけさうきけっ しさっょしすゃけ 

こさけすうゃ こけたきっかぬは. ╋っあょせ すっき こけ-
たきっかぬくにえ «ぉけかぬくけえ» つぇしすけ くぇつうくぇ-
っす すさっぉけゃぇすぬ, つすけぉに お くっきせ しさけつくけ 
こさうったぇかう う こさはきけ くぇ きっしすっ しょっかぇかう 
おぇこっかぬくうちせ. ‶けゃすけさはの: ゃ けぉはいぇくくけ-
しすう しこっちうぇかうしすけゃ «しおけさけえ こけきけとう» 
くっ ゃたけょうす しくはすうっ ぇぉしすうくっくすくけゅけ 
しうくょさけきぇ. ╃かは ねすけゅけ しせとっしすゃせのす 
しこっちうぇかぬくにっ しかせあぉに ゃ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅっ, すせょぇ う くぇょけ いゃけくうすぬ (すっかっそけく 
きけあくけ くぇえすう ゃ ゅぇいっすっ). ╇ くう ゃ おけっき 
しかせつぇっ くっ しかっょせっす ゃっしすう しっぉは, おぇお 
きけかけょけえ つっかけゃっお うい ょけきぇ わ16 くぇ 
せかうちっ ╂ぇゅぇさうくぇ, おけすけさにえ ゃ ゅさせぉけえ 
そけさきっ すさっぉけゃぇか っゅけ «こさけおぇこぇすぬ» う 
ょぇあっ せゅさけあぇか きっょうおぇき こけおゃうすぇすぬしは, 
っしかう けくう ねすけゅけ くっ しょっかぇのす, – ゅけゃけ-
さうす いぇゃっょせのとぇは けすょっかっくうっき しおけさけえ 
きっょうちうくしおけえ こけきけとう ′うくぇ ┿さおぇ-
ょぬっゃくぇ ╉けかすぇてっゃぇ.

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

¨〈╀╊╄]╉╇ ╉┿[′┿╁┿╊を′¨╈ ′¨』╇
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
‶さぇいょくうおう いぇおけくつうかうしぬ, てぇきこぇくしおけっ ょけ-

こうすけ う しなっょっく ゃっしぬ けかうゃぬっ, う ょぇあっ ょはょの 
╁ぇしの ゃにゅくぇかう うい-こけょ ひかおう こさはきけ くぇ さぇぉけ-
すせ. ┿ つすけ あっ ゃしひ ねすけ ゃさっきは こさけうしたけょうかけ ゃ 
ゅけさけょっ おすけ-くうぉせょぬ いくぇっす?

╁ くけゃけゅけょくうっ おぇくうおせかに けゅくっぉけさちに ぉっい 
さぇぉけすに くっ けしすぇかうしぬ, すぇお おぇお ぉっい こけあぇさけゃ 
くっ けぉけてかけしぬ. 

4 はくゃぇさは ゃっつっさけき ゃ おけかかっおすうゃくけき しぇょせ 
╃ぇかぬくうえ ╀っさっいうす こけあうかぇは こぇさぇ, あっかぇは 
しけゅさっすぬ しゃけえ ょけき う しっぉは ゃ くひき, さぇいあうゅぇかぇ 

すけこかうゃくにえ けぉけゅさっゃぇすっかぬ. ╉けゅょぇ ょっょ しすぇか 
つうさおぇすぬ しこうつおぇきう, ゃにはしくうかけしぬ, つすけ おぇおぇは-
すけ つぇしすぬ ゅけさのつっゅけ こさけかうかぇしぬ きうきけ ちっかう, 
くぇ こけか. ‶けすけき けゅけくぬ こけてひか ぉさけょうすぬ こけ すけ-
こかうゃくけきせ しかっょせ. ]くぇつぇかぇ ょっょ たけすっか ゃにおう-
くせすぬ けぉけゅさっゃぇすっかぬ くぇ せかうちせ, つっき いぇさぇぉけすぇか 
しっぉっ けあけゅう. ╆ぇすっき こっくしうけくっさに こにすぇかうしぬ 
いぇおうょぇすぬ うしすけつくうお けゅくは ゃっとぇきう, おけすけさにっ 
こけこぇょぇかうしぬ こけょ させおせ. ╁ うすけゅっ ょけき ゃしひ さぇゃくけ 
しゅけさっか, おぇお っゅけ くう こにすぇかうしぬ こけすせてうすぬ こけ-
あぇさくにっ.

8 はくゃぇさは ゃ ╉っょさけゃおっ くぇ せかうちっ 〈させょけゃけえ 
くぇ すっささうすけさうう つぇしすくけゅけ ょけきぇ しゅけさっかう くぇょ-
ゃけさくにっ こけしすさけえおう. ‶けあぇさ ゃけいくうお こさっょこけ-
かけあうすっかぬくけ うい-いぇ おけさけすおけゅけ いぇきにおぇくうは.

╁ ねすけす あっ ょっくぬ こさうおかのつうかけしぬ いぇゅぇ-
ょけつくけっ ゃけいゅけさぇくうっ くっおけっゅけ ゅさぇあょぇくうくぇ. 
‶けあぇさぇ いぇそうおしうさけゃぇくけ くっ ぉにかけ. ╂さぇあょぇ-
くうく ぉにか ょけしすぇゃかっく ゃ ぉけかぬくうちせ し きくけゅけ-
つうしかっくくにきう けあけゅぇきう, けす つっゅけ う しおけく-
つぇかしは. 〈けつくぇは こさうつうくぇ しきっさすう くっ はしくぇ, 
きけあっす ねすけ きうしすうつっしおけっ しぇきけゃけいゅけさぇくうっ, 

ぇ きけあっす ぉぇくぇかぬくけ くっけしすけさけあくけっ おせさっくうっ 
ゃ くっすさっいゃけき ゃうょっ.

′せ う くぇこけしかっょけお 10 はくゃぇさは ゃけ ょゃけさっ ょけ-
きけゃ くぇ せかうちっ ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ おぇおうきう-
すけ くっょけぉさけあっかぇすっかはきう ぉにか しけああひく ╁┿╆-
21099, おけすけさにえ し 5 はくゃぇさは しすけはか くぇ こさうおけかっ 
ぉっい こさうしきけすさぇ う ぉっい ぇおおせきせかはすけさぇ. 〈ったくう-
つっしおけえ こさうつうくに ょかは っゅけ ゃけしこかぇきっくっくうは くっ 
ぉにかけ.

╁けす つっき いぇこけきくうかけしぬ くぇき くぇつぇかけ はくゃぇさは 
2011 ゅけょぇ.
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ぁすけ つぇしすにえ けすゃっす ゅかぇゃくけきせ さっょぇおすけさせ くぇ 
ゃけこさけし, こけつっきせ くっ ゃしっ あうすっかう ゅけさけょぇ ゃにこう-
しにゃぇのす «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ». ′ぇ せすけつくは-
のとうえ ゃけこさけし, つすけ うきっくくけ たけすっかけしぬ ぉに こけつう-
すぇすぬ, けすゃっすぇ, おぇお こさぇゃうかけ, くっ ょぇひすしは. ¨すつひすに 
け かうつくけえ あういくう «いゃひいょ»? ╁しっき かう ねすけ うくすっ-
さっしくけ? ¨すつひす け たけょっ さっこっすうちうえ ゃっすっさぇくしおけゅけ 
たけさぇ? ╁しっき かう ねすけ うくすっさっしくけ? [っこけさすぇあ け 
ゃうおすけさうくっ ゃ ておけかっ? ╁しっき かう ねすけ うくすっさっしくけ? 
¨すつひす け いぇしっょぇくうう けょくけえ うい さぇぉけつうた おけきうし-
しうえ ぇょきうくうしすさぇちうう? ╁しっき かう ねすけ うくすっさっしくけ? 
[ぇいせきっっすしは, きに けしゃっとぇっき ゃしっ しすけさけくに あういくう 
– こけくっきくけあおせ. 』うすぇのす くぇし かのょう ゃしった ゃけいさぇし-
すけゃ う うくすっさっしけゃ – くぇ おぇあょけゅけ くっ せゅけょうてぬ. ′け, 
は せゃっさはの ゃぇし, つすけ くう «あっかすせたう», くう «つっさくせ-
たう», くう こけさくけゅさぇそうう, くう ぇしすさけこさけゅくけいけゃ, くう 
«きにかぬくにた けこっさ» し ╋っえしけくけき, ╃あせかう う ]うしう 
くぇてぇ ゅぇいっすぇ う ゃこさっょぬ こっつぇすぇすぬ くっ ぉせょっす. 
′っ すけす そけさきぇす せ くぇし. ╋に – ゅけさけょしおぇは けぉとっ-
しすゃっくくけ-こけかうすうつっしおぇは ゅぇいっすぇ. ′ぇてっ ょっかけ 
– けしゃっとぇすぬ ゃぇあくにっ しけぉにすうは, こさけうしたけょはとうっ 
ゃ ゅけさけょっ う こけしひかおぇた, ゃぇあくにっ きっさけこさうはすうは 
けぉかぇしすくけゅけ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ う ょせきに, くけゃにっ 
いぇおけくに, おぇしぇのとうっしは ぉっさっいけゃつぇく. ╂かぇゃくけえ 
あっ いぇょぇつっえ, こけ-こさっあくっきせ, けしすぇひすしは いぇぉけすぇ け 
くせあょぇた つうすぇすっかっえ, きゅくけゃっくくけっ さっぇゅうさけゃぇくうっ 
くぇ くっこけかぇょおう ゃ ゅけさけょしおけき たけいはえしすゃっ う けしせ-
とっしすゃかっくうっ けぉとっしすゃっくくけゅけ おけくすさけかは いぇ ょっは-
すっかぬくけしすぬの かのぉけゅけ きっしすくけゅけ つうくけゃくうおぇ うかう 
きせくうちうこぇかぬくけゅけ せつさっあょっくうは.

╇ ゃしひ あっ お おけくちせ ゅけょぇ は いぇょせきぇかしは, きけ-
あっす, う ゃこさぇゃょせ くっつっゅけ つうすぇすぬ ゃ ゅぇいっすっ? 
╋けあっす, けぉはいぇすっかぬくぇは ょかは くぇし こせぉかうおぇちうは 
くけさきぇすうゃくにた ぇおすけゃ ぇょきうくうしすさぇちうう う ょけおせ-
きっくすけゃ ゅけさけょしおけえ ょせきに «いぇぉうゃぇっす» ゃしの こけ-
かっいくせの こかけとぇょぬ ういょぇくうは? ╋けあっす, さっおかぇきぇ 
(ぇ ╀[, ゃけこさっおう さぇしたけあっきせ きくっくうの, しせとっ-
しすゃせっす 〈¨╊を╉¨ いぇ しつひす さっおかぇきに くっ こけかせ-

つぇは けす ゅけさけょぇ くう おけこっえおう そうくぇくしうさけゃぇくうは) 
ょせてうす あせさくぇかうしすしおうっ さぇししかっょけゃぇくうは?

』すけぉに さぇししすぇゃうすぬ ゃしっ すけつおう くぇょ «i», こけ-
しかっょくうっ すさう ょくは せたけょはとっゅけ ゅけょぇ は こけしゃは-
すうか ういせつっくうの こけょてうゃおう-2010. ‶けょしつうすに-
ゃぇか, しおけかぬおけ う つっゅけ くぇこっつぇすぇかう きに ゃ しゃけっえ 
ゅぇいっすっ いぇ ゅけょ. ‶け-くぇせつくけきせ ねすけ くぇいにゃぇっすしは 
きくけゅけそぇおすけさくにき ぇくぇかういけき. ╂ぇいっすくにっ こせ-
ぉかうおぇちうう は ぇくぇかういうさけゃぇか こけ 61 おぇすっゅけさうう, 
おけすけさにっ こけすけき しゃひか ゃ ゃけしっきぬ けぉとうた しきにし-
かけゃにた ぉかけおけゃ.

[っいせかぬすぇすに きけうた こにかぬくにた ういにしおぇくうえ は 
う たけつせ こさっょしすぇゃうすぬ つうすぇすっかの ゃ くぇしすけはとっき 
けすつひすっ.

╃かは くぇつぇかぇ しさぇいせ さぇしおぇのしぬ: おけかうつっしすゃけ 
ょけおせきっくすけゃ ぇょきうくうしすさぇちうう う ょせきに ╀╂¨ 
は ょぇあっ くっ こにすぇかしは こけょしつうすぇすぬ. ¨こせぉかう-
おけゃぇくけ ゃしひ, つすけ くせあくけ, いぇ ねすけ は させつぇのしぬ. 
¨こせぉかうおけゃぇくけ きっかおうき てさうそすけき – おぇお さぇい 
こけ きくけゅけつうしかっくくにき こさけしぬぉぇき つうすぇすっかっえ 
(ねすけ すっ, おすけ せぉっあょぇのす ゅかぇゃくけゅけ さっょぇおすけさぇ: 
«いぇつっき ゃに こっつぇすぇっすっ ょけおせきっくすに – ねすけ あっ 
くうおけきせ くっ うくすっさっしくけ!») う ょかは ねおけくけきうう 
ゅぇいっすくけゅけ こさけしすさぇくしすゃぇ. ]っえつぇし こけしすせこぇ-
のす こさけすうゃけこけかけあくにっ こさけしぬぉに: せゃっかうつうすぬ 
てさうそす けそうちうぇかぬくにた ょけおせきっくすけゃ – つすけぉに 
かっゅつっ ぉにかけ つうすぇすぬ (ねすけ すっ, おすけ せぉっあょぇのす 
ゅかぇゃくけゅけ さっょぇおすけさぇ: «いぇつっき ゃに こっつぇすぇっすっ 
ょけおせきっくすに すぇお きっかおけ, つすけ すさせょくけ つうすぇすぬ 
ぉっい けつおけゃ, ぇ ゃっょぬ ねすけ あっ すぇお うくすっさっしくけ!»). 
╋っあょせ うくすっさっしぇきう ょゃせた ゅさせここ つうすぇすっかっえ う 
くっ-つうすぇすっかっえ くぇき こさうたけょうすしは ぉぇかぇくしうさけ-
ゃぇすぬ せあっ きくけゅけ かっす.

]けゅかぇしくけ いぇおけくぇき けぉとっしすゃっくくけ-こけかうすう-
つっしおけっ ういょぇくうっ ょけかあくけ しけょっさあぇすぬ くっ ぉけ-
かっっ 40% さっおかぇきに. ′ぇて こけおぇいぇすっかぬ – 35%. 
〈け っしすぬ さっおかぇきに きけあっす ぉにすぬ っとひ ぉけかぬてっ. 
╀にかう ぉに さっおかぇきけょぇすっかう.

┿ すっこっさぬ こっさっえょひき, しけぉしすゃっくくけ, お しすぇすうしすうおっ:
╆ぇ 2010 ゅけょ ゃにこせとっくけ 150 くけきっさけゃ «╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ» 
けぉとうき すうさぇあけき 591 358 ねおいっきこかはさけゃ.
╁ ゅぇいっすっ きに けこせぉかうおけゃぇかう 1310 しけぉしすゃっくくにた そけすけゅさぇそうえ, す.っ., ゃ しさっょくっき, こけ ょっゃはすぬ 

そけすけけすつひすけゃ け ゅけさけょしおけえ あういくう ゃ おぇあょけき くけきっさっ.
╀けかぬてっ ゃしっゅけ, 825 こせぉかうおぇちうえ, こけしゃはとっくけ くぇてっきせ ゅけさけょせ.
╇ くぇ こっさゃけき きっしすっ, おけくっつくけ あっ, おけききせくぇかぬくにっ こさけぉかっきに ゅけさけあぇく. ‶さけぉかっき, おぇお う ゃ 

かのぉけき くぇしっかひくくけき こせくおすっ, せ くぇし くっきぇかけ. ′け ぉけかぬてけっ おけかうつっしすゃけ あせさくぇかうしすしおうた きぇすっさうぇ-
かけゃ けぉさぇいけゃぇかけしぬ くっ すけかぬおけ うい-いぇ こさけぉかっき, くけ う ぉかぇゅけょぇさは けすおさにすけしすう ゃしった しかせあぉ くぇてっゅけ 
ゅけさけょぇ. ]こぇしうぉけ ゃしっき つうくけゃくうおぇき う しこっちうぇかうしすぇき, いぇくうきぇのとうきしは ゅけさけょしおうき たけいはえしすゃけき! 
╀かぇゅけょぇさは ゃぇてっえ ゅけすけゃくけしすう お ょうぇかけゅせ きに しきけゅかう こけおぇいぇすぬ つうすぇすっかはき ういくぇくおせ ゃぇてっえ 
きくけゅけすさせょくけえ ょっはすっかぬくけしすう, ょけおぇいぇすぬ, つすけ かのぉぇは こさけぉかっきぇ きけあっす ぉにすぬ さってっくぇ ぉっい ぉの-
さけおさぇすうう, こけ-ょっかけゃけきせ.

‶さけてせ すぇおあっ けぉさぇすうすぬ ゃくうきぇくうっ くぇ おけかうつっしすゃけ きぇすっさうぇかけゃ, こけしゃはとひくくにた ょっはすっかぬくけ-
しすう きねさぇ, ゅけさけょしおうた つうくけゃくうおけゃ う ょっこせすぇすけゃ. ╃かは きっくは しぇきけゅけ しすぇかけ けすおさけゃっくうっき, しおけかぬ 
きぇかせの ょけかの いぇくうきぇのす こけしゃはとひくくにっ うき しすぇすぬう. ╁けす すぇお きせくうちうこぇかぬくぇは ゅぇいっすひくおぇ, し こけ-
すさけたぇきう こけょつうくひくくぇは ゃかぇしすはき, おぇお かのぉはす うくけゅょぇ こけけしおけさぉかはすぬ くぇし くっおけすけさにっ!

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
╂けさけょ, っゅけ さぇょけしすう う こっつぇかう 825
╅╉》, おけききせくぇかおぇ, こさけぉかっきに きくけゅけおゃぇさすうさくにた ょけきけゃ 148
╂けさけょしおうっ ぇおちうう, おけくおせさしに 96
╅ういくぬ こけしひかおけゃ 89
╂けさけょしおうっ こさぇいょくうおう, しけぉにすうは 88
╂けさけょしおうっ こさけぉかっきに 81
〈さぇくしこけさす, ょけさけゅう 76
〈けさゅけゃかは, せしかせゅう 50
‶さけういゃけょしすゃけ, こさっょこさうはすうは, きぇかにえ ぉういくっし 46
╃っはすっかぬくけしすぬ ょっこせすぇすけゃ 45
╃っはすっかぬくけしすぬ ぇょきうくうしすさぇちうう 44
ぁおけくけきうおぇ, そうくぇくしに, くぇかけゅう 32
]すさけうすっかぬしすゃけ, さっきけくす 30

╁すけさけっ きっしすけ, 492 こせぉかうおぇちうう, いぇくうきぇのす あせさくぇかうしすしおうっ きぇすっさうぇかに, おぇしぇのとうっしは ぉに-
すけゃけえ しすけさけくに あういくう ゅけさけあぇく, いょけさけゃぬは, しっきっえくにた ゃいぇうきけけすくけてっくうえ. ′っこかけたせの おくうゅせ 
さっちっこすけゃ きに こけょけぉさぇかう くぇてうき つうすぇすっかはき, ゃに くっ くぇたけょうすっ? ╃ぇ う しすぇすっえ け しこけさすうゃくにた 
ょけしすうあっくうはた ぉっさっいけゃつぇく くっきぇかけ – ぇ は-すけ ゃしっゅょぇ しつうすぇか, つすけ こさけ しこけさす きに こうてっき さっょおけ…

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
╅ういくぬ 492
[っちっこすに 192
]こけさす 135
╋っょうちうくぇ, いょさぇゃけけたさぇくっくうっ 60
╆ょけさけゃぬっ 42
]ぇょ, けゅけさけょ, ょぇつぇ, しゃけえ ょけき 37
╀にす, せのす, おさぇしけすぇ, うきうょあ 13
╅うゃけすくにっ 13

′ぇ すさっすぬっき きっしすっ, 436 こせぉかうおぇちうえ, – けぉとっしすゃっくくけ-こけかうすうつっしおうっ こさけぉかっきに. ╄しかう 
ゃに こけきくうすっ, いぇ こさけてっょてうえ ゅけょ くぇき ょけゃっかけしぬ こっさっあうすぬ くっしおけかぬおけ しっさぬひいくにた こけかうすう-
つっしおうた ぉうすゃ – けすしすけはかう しゃけえ ゅけさけょ, こさけゃっかう ゃにぉけさに, «こけぉけょぇかうしぬ» しけ しかっょしすゃっくくにき 
おけきうすっすけき.

‶け-こさっあくっきせ こさうつうくけえ きけっえ ゅけさょけしすう はゃかはっすしは すけ, つすけ ╀[ – っょうくしすゃっくくぇは ゃ [けししうう 
ゅけさけょしおぇは けぉとっしすゃっくくけ-こけかうすうつっしおぇは ゅぇいっすぇ, しすけかぬ きくけゅけ ゃくうきぇくうは せょっかはのとぇは ょせたけゃくけえ 
しすけさけくっ あういくう. ╋せょさにっ きせしせかぬきぇくっ う こさぇゃけしかぇゃくにっ こけおぇいにゃぇのす こさうきっさ きうさくけゅけ ぉさぇす-
しおけゅけ ゃいぇうきけせゃぇあうすっかぬくけゅけ しけしっょしすゃぇ くぇ しすさぇくうちぇた けょくけゅけ ういょぇくうは.

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
¨ぉとっしすゃけ 436
‶けかうすうおぇ, ゃかぇしすぬ 160
[っかうゅうは 90
¨ぉとっしすゃっくくにっ こさけぉかっきに 69
‶っさしけくに, かうつくけしすう 62
¨ぉかぇしすくにっ しけぉにすうは 55

′っきぇかけ ゅぇいっすくけゅけ こさけしすさぇくしすゃぇ きに こけしゃはすうかう ゃしっゃけいきけあくにき ぇしこっおすぇき ぉっいけこぇしくけしすう 
あういくう. ╉けくっつくけ, さぇししおぇいにゃぇかう け おさうきうくぇかぬくにた, ょけさけあくにた う ぉにすけゃにた こさけうしてっしすゃうはた – 
おせょぇ あっ ぉっい ねすけゅけ. ′け くぇ しかっょせのとっき きっしすっ こけしかっ «あぇさっくにた くけゃけしすっえ» – いぇぉけすぇ け こさうさけょっ, 
けぉ ねおけかけゅうつっしおけえ ぉっいけこぇしくけしすう, けすつひすに しぇくうすぇさくにた ゃさぇつっえ け こさけゃっょひくくにた さっえょぇた う こさけ-
ゃっさおぇた. ]かけゃけ こさっょけしすぇゃかはっすしは ゃしっき しかせあぉぇき, けすゃっつぇのとうき いぇ しこけおけえしすゃうっ ゅけさけあぇく. ╇, 
こさぇおすうつっしおう, ゃ おぇあょけえ うい 427 こせぉかうおぇちうえ のさうしすに ょぇのす しけゃっすに, おぇお せぉっさっつぬ しっぉは けす ぉっょに.

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
╀っいけこぇしくけしすぬ 427
╉さうきうくぇか, こさけうしてっしすゃうは, こけあぇさに, ぇゃぇさうう 118
ぁおけかけゅうつっしおうっ こさけぉかっきに, うくそけさきぇちうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ, しっさすうそうおぇちうは 84
╋』], ┿くすうすっささけさ, ゅさぇあょぇくしおぇは けぉけさけくぇ, こけあぇさくぇは ぉっいけこぇしくけしすぬ 46
╋うかうちうは 36
]せょ 31
ぃさうょうつっしおうっ おけくしせかぬすぇちうう 28
┿さきうは, こぇすさうけすういき 26
]ぇきけいぇとうすくうお 23
‶さけおせさぇすせさぇ 18
╂╇╀╃╃ 17

╆ぇ こさけてっょてうえ ゅけょ あせさくぇかうしすに くぇてっゅけ ういょぇくうは けこせぉかうおけゃぇかう 126 ぇゃすけさしおうた しすさぇくうち, 
56 さぇい けしゃっとぇかう しけぉしすゃっくくにっ ぇおちうう, いぇすっはくくにっ くぇてっえ さっょぇおちうっえ, こさけゃっかう う ょけゃっかう ょけ 
おけくちぇ 33 しけぉしすゃっくくにた さぇししかっょけゃぇくうは.

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
╅せさくぇかうしすうおぇ 411

┿ゃすけさしおうっ しすさぇくうちに 126
]けぉしすゃっくくにっ すっきに ╀[ う くけゃけしすう, こさけぉかっきに あせさくぇかうしすしおけえ ょっはすっかぬくけしすう, 
ょけしすぇゃおう ゅぇいっす 111

┿おちうう ╀[ 56
╇くすっさゃぬの 43
ぃきけさ, おさけししゃけさょに 42
╅せさくぇかうしすしおうっ さぇししかっょけゃぇくうは 33

╉せかぬすせさくけえ あういくう ゅけさけょぇ こけしゃはとっくけ 264 きぇすっさうぇかぇ. ¨しけぉっくくけ こけさぇょけゃぇかぇ くぇし ぇおすうゃ-
くけしすぬ しぇきうた つうすぇすっかっえ, つぬう こうしぬきぇ う しすうたう きに こせぉかうおけゃぇかう うい くけきっさぇ ゃ くけきっさ.

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
╉せかぬすせさぇ 264
╉せかぬすせさぇ, うしおせししすゃけ 112
‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ 57
]すうたう, こさけいぇ 52
╇しすけさうは ゅけさけょぇ 43

ぅ し せょうゃかっくうっき けぉくぇさせあうか, つすけ ゃしっ ゃにてっこっさっつうしかっくくにっ しきにしかけゃにっ ぉかけおう おぇしぇのすしは 
くぇてっゅけ し ゃぇきう くぇしすけはとっゅけ. 〈ぇお う ょけかあくけ ぉにすぬ, ゃっょぬ ゅぇいっすぇ あうゃひす うきっくくけ しっゅけょくはてくうき 
ょくひき, こさけ ゅぇいっすつうおけゃ すぇお う ゅけゃけさはす: «こうてっす くぇ いかけぉせ ょくは». 》けすっかけしぬ ぉに, おけくっつくけ, こうしぇすぬ 
こけぉけかぬてっ け しかぇゃくけき こさけてかけき くぇてうた ゅけさけあぇく う け ぉせょせとっき くぇてっえ さけょうくに – こけょさぇしすぇの-
とっき こけおけかっくうう. ╋ぇすっさうぇかに ねすけえ すっきぇすうおう いぇくうきぇのす いぇゃっさてぇのとうっ きっしすぇ ゃ きけひき ぇくぇかういっ. 

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
¨ぉさぇいけゃぇくうっ 198
【おけかに, せつうすっかは, ておけかぬくうおう 70
╋けかけょひあぬ 48
╃っすしぇょに, ょっすしぇょけゃちに, ゃけしこうすぇすっかう 32
╁〉╆に, すったくうおせきに, しすせょっくすに 18
¨ぉとうっ こさけぉかっきに けぉさぇいけゃぇくうは 15
╇くすっさくっす 15

╆ぇぉけすうすぬしは け すった, おすけ くっ きけあっす ゃ こけかくけえ きっさっ こけいぇぉけすうすぬしは け しっぉっ しぇき! – ねすけす ょっゃうい 
きに ゃしこけきくうかう ゃ こさけてかけき ゅけょせ 242 さぇいぇ, けこうしにゃぇは ゅけさっしすう う さぇょけしすう くぇてうた しけちうぇかぬくけ 
くっいぇとうとひくくにた ゅさぇあょぇく.

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
]けちうぇかぬくぇは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ 242
‶っくしうけくっさに, かぬゅけすくうおう, ぉっしこさういけさくにっ, うくゃぇかうょに 108
╁っすっさぇくに 41
╃っくぬ ‶けぉっょに 40
¨ぉとっしすゃっくくにっ けさゅぇくういぇちうう 35
╀かぇゅけすゃけさうすっかぬくけしすぬ 18

╆ぇたけすっかけしぬ きくっ ょぇすぬ う けぉとうえ さっえすうくゅ すっきぇすうおう くぇてうた ゅぇいっすくにた きぇすっさうぇかけゃ. ╄しかう ゃに-
ゃっしすう うい-こけょ けすつひすぇ しけぉしすゃっくくにっ きぇすっさうぇかに あせさくぇかうしすけゃ ╀[, すけ «╂けさはつぇは ╃ゃぇょちぇすおぇ» 
ぉっさひいけゃしおうた すっき ぉせょっす ゃにゅかはょっすぬ しかっょせのとうき けぉさぇいけき:

〈っきぇすうおぇ ╉けか-ゃけ
‶けかうすうおぇ, ゃかぇしすぬ 160
╅╉》, おけききせくぇかおぇ, きくけゅけおゃぇさすうさくにっ ょけきぇ 148
]こけさす 135
╉さうきうくぇか, こさけうしてっしすゃうは, こけあぇさに, ぇゃぇさうう 118
╉せかぬすせさぇ 112
‶っくしうけくっさに, かぬゅけすくうおう, ぉっしこさういけさくにっ, うくゃぇかうょに 108
╂けさけょしおうっ ぇおちうう, おけくおせさしに 96
[っかうゅうは 90
╅ういくぬ こけしひかおけゃ 89
╂けさけょしおうっ こさぇいょくうおう, しけぉにすうは 88
ぁおけかけゅうは, [けしこけすさっぉくぇょいけさ, しっさすうそうおぇちうは 84
╂けさけょしおうっ こさけぉかっきに 81
〈さぇくしこけさす, ょけさけゅう 76
【おけかに, せつうすっかは, ておけかぬくうおう 70
¨ぉとっしすゃっくくにっ こさけぉかっきに 69
‶っさしけくに, かうつくけしすう 62
╋っょうちうくぇ 60
‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ 57
┿おちうう ╀[ 56
¨ぉかぇしすくにっ しけぉにすうは 55

〈ぇお つすけ, ゃに おぇお たけすうすっ, ぇ は ょかは しっぉは くぇ こさっすっくいうの «′っつっゅけ つうすぇすぬ…» けすゃっすうか. ╂けゃけさうすっ, 
つうすぇすぬ ゃ ゅぇいっすっ くっつっゅけ?
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╁ぇかっくすうくぇ ╋〉》╇′┿, くぇつぇかぬくうお ╇《′] [《 こけ ゅ. ╀っさひいけゃしおけきせ
╁しひ ぉけかぬてっ ゃくうきぇくうは ゃ ょっは-

すっかぬくけしすう くぇかけゅけゃにた けさゅぇくけゃ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう せょっかは-
っすしは おぇつっしすゃせ けぉしかせあうゃぇくうは 
くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおけゃ. ‶さうく-
ちうこ «′ぇかけゅけゃぇは しかせあぉぇ しせとっ-
しすゃせっす ょかは くぇかけゅけこかぇすっかぬとう-
おけゃ, ぇ くっ くぇけぉけさけす» くぇたけょうす 
さっぇかぬくけっ こけょすゃっさあょっくうっ ゃ 
あういくう. ]さっょう ういきっくっくうえ, おけ-
すけさにっ こさけういけてかう ゃ さぇぉけすっ 
くぇかけゅけゃにた うくしこっおちうえ いぇ こけ-
しかっょくうっ ゅけょに う くぇこさぇゃかっくに 
くぇ しけいょぇくうっ おけきそけさすくにた せし-
かけゃうえ ょかは くぇかけゅけこかぇすっかぬとう-
おけゃ, けしくけゃくけっ きっしすけ いぇくうきぇっす 
ゃけいきけあくけしすぬ しょぇつう くぇかけゅけ-
ゃけえ けすつひすくけしすう ゃ ねかっおすさけくくけき 
ゃうょっ. 

¨ぉけいくぇつうき こさっうきせとっしすゃぇ  
ぉっしおけくすぇおすくけゅけ しこけしけぉぇ こさっょ-
しすぇゃかっくうは くぇかけゅけゃけえ けすつひす-
くけしすう ゃ ねかっおすさけくくけき ゃうょっ.

‶け ょぇくくにき しけちうけかけゅうつっしおけゅけ 
うししかっょけゃぇくうは, こさけゃっょひくくけゅけ ゃ 39 
しせぉなっおすぇた [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう, 
74% けこさけてっくくにた くぇかけゅけこかぇすっかぬ-
とうおけゃ くぇいゃぇかう くぇうぉけかっっ いくぇつう-
きにき こけかけあうすっかぬくにき ういきっくっくうっき 
ゃ さぇぉけすっ くぇかけゅけゃにた けさゅぇくけゃ くっ 
つすけ うくけっ, おぇお ゃけいきけあくけしすぬ しょぇ-
つう けすつひすけゃ ゃ ねかっおすさけくくけき ゃうょっ. 
‶さう ねすけき 67% せつぇしすくうおけゃ けこさけしぇ 
けちっくうかう おぇつっしすゃけ けぉしかせあうゃぇくうは 
くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおけゃ ゃ ちっかけき おぇお 
こけかけあうすっかぬくけっ. ′っきぇかけっ いくぇ-
つっくうっ ょかは そけさきうさけゃぇくうは すぇおけえ 
けちっくおう しにゅさぇかぇ ゃけいきけあくけしすぬ 
こさっょしすぇゃかっくうは けすつひすくけしすう こけ 
すっかっおけききせくうおぇちうけくくにき おぇくぇかぇき 
しゃはいう.

‶けしきけすさうすっ, しおけかぬおけ こさっうきせ-
とっしすゃ せ ねかっおすさけくくけゅけ しこけしけぉぇ 
しょぇつう けすつひすくけしすう: きけあくけ こっさっ-
ょぇゃぇすぬ けすつひすくけしすぬ ゃ くぇかけゅけゃにっ 
けさゅぇくに かのぉけゅけ しせぉなっおすぇ [けししうえ-
しおけえ 《っょっさぇちうう, くっ ゃしすぇゃぇは し 
さぇぉけつっゅけ きっしすぇ. ′っ くせあくけ しすけはすぬ 
ゃ けつっさっょはた うかう こさうたけょうすぬ ゃ くぇかけ-
ゅけゃせの うくしこっおちうの くっしおけかぬおけ さぇい 
こけしかっ うしこさぇゃかっくうは けてうぉけお. ‶けょ-
すゃっさあょっくうっ けぉ けすこさぇゃおっ けすつひすぇ  
こさうたけょうす ゃ すっつっくうっ くっしおけかぬおうた 
きうくせす. ′っす くぇょけぉくけしすう ょせぉかうさけ-
ゃぇすぬ けすつひすくけしすぬ くぇ ぉせきぇゅっ, ゃっょぬ  
ねかっおすさけくくぇは ちうそさけゃぇは こけょこうしぬ 
さぇゃくけいくぇつくぇ しけぉしすゃっくくけさせつくけえ. 
╋けあくけ しょぇゃぇすぬ くぇかけゅけゃせの けすつひす-
くけしすぬ おさせゅかけしせすけつくけ.

′っ しすけうす しけきくっゃぇすぬしは ゃ せさけゃくっ 
いぇとうとひくくけしすう うくそけさきぇちうう, こっ-
さっょぇゃぇっきけえ ゃ ねかっおすさけくくけき ゃうょっ 
こけ  おぇくぇかぇき しゃはいう. ╇くそけさきぇちうは 
こっさっょぇひすしは ゃ いぇてうそさけゃぇくくけき 
ゃうょっ, う おかのつ ょかは っひ さぇしてうそさけゃ-
おう  うきっっす すけかぬおけ うくしこっおすけさ, けす-
ゃっつぇのとうえ いぇ こさうひき けすつひすくけしすう. 
╁ さっいせかぬすぇすっ ょけしすうゅぇっすしは いくぇつう-
すっかぬくけ ぉけかっっ ゃにしけおうえ せさけゃっくぬ 
いぇとうすに うくそけさきぇちうう, つっき おけゅょぇ 
おせさぬっさに うかう ぉせたゅぇかすっさに ゃけいはす 
っひ ゃ こけさすそっかっ ゃ けぉとっしすゃっくくけき 
すさぇくしこけさすっ. ]うしすっきぇ しょぇつう けす-
つひすくけしすう こけ すっかっおけききせくうおぇちう-
けくくにき おぇくぇかぇき しゃはいう  しせとっしすゃせ-
っす し 2003 ゅけょぇ, う くっ ぉにかけ っとひ くう 
けょくけゅけ しかせつぇは こけすっさう, くっしぇくおちう-
けくうさけゃぇくくけゅけ ょけしすせこぇ うかう さぇい-
ゅかぇてっくうは うくそけさきぇちうう うい くぇかけ-
ゅけゃにた ょっおかぇさぇちうえ.

‶け しすぇすうしすうつっしおうき ょぇくくにき ゃ 
ちっかけき こけ [けししうう こけかけゃうくぇ くぇ-
かけゅけこかぇすっかぬとうおけゃ-のさうょうつっしおうた 
かうち う 42% うくょうゃうょせぇかぬくにた こさっょ-
こさうくうきぇすっかっえ   うしこけかぬいせのす ねかっお-
すさけくくにえ しこけしけぉ こさっょしすぇゃかっくうは 
くぇかけゅけゃけえ けすつひすくけしすう. ╄しかう ぉに 
ょぇくくぇは しうしすっきぇ ぉにかぇ くっさぇぉけすけ-
しこけしけぉくけえ, おぇおうき-かうぉけ けぉさぇいけき 
せたせょてぇかぇ こけかけあっくうっ くぇかけゅけこかぇ-
すっかぬとうおけゃ, けくぇ くっ ぉにかぇ ぉに しすけかぬ 
ゃけしすさっぉけゃぇくくけえ. 

╀けかっっ 600 けさゅぇくういぇちうえ う 300 
こさっょこさうくうきぇすっかっえ ゅ. ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ こさっょしすぇゃかはのす くぇかけゅけゃせの 
けすつひすくけしすぬ ゃ ねかっおすさけくくけき ゃうょっ 
こけ すっかっおけききせくうおぇちうけくくにき おぇ-
くぇかぇき しゃはいう. ] くぇつぇかぇ すっおせとっ-
ゅけ ゅけょぇ ゃ くぇかけゅけゃせの うくしこっおちうの 
ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ ゃ ねかっおすさけくくけき 
ゃうょっ ぉにかけ こさっょしすぇゃかっくけ ぉけかっっ 
7800 ょっおかぇさぇちうえ くぇかけゅけこかぇ-
すっかぬとうおけゃ. ぁすけ 30% けす ゃしっえ くぇ-
かけゅけゃけえ けすつひすくけしすう, こさっょしすぇゃ-
かっくくけえ くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおぇきう 
ゅけさけょぇ. ‶さう ねすけき しっゅけょくは っとひ 
けおけかけ 15% くぇかけゅけゃけえ けすつひすくけ-
しすう, こけしすせこぇのとっえ ゃ うくしこっおちうの, 
こさっょしすぇゃかはっすしは くぇ ぉせきぇゅっ, すけ 
っしすぬ けぉさぇぉぇすにゃぇっすしは うくしこっおすけ-
さぇきう ゃさせつくせの, ぇ いくぇつうす さぇぉけ-
すぇっす つっかけゃっつっしおうえ そぇおすけさ, くっ 
うしおかのつぇのとうえ けてうぉけお. 

╃かは  くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおけゃ, 
しょぇのとうた けすつひすくけしすぬ こけ おぇくぇ-
かぇき しゃはいう, こさっょせしきけすさっくに ょけ-
こけかくうすっかぬくにっ しっさゃうしに:

′ぇかけゅけこかぇすっかぬとうおう, こさっょしすぇゃ-
かはのとうっ けすつひすくけしすぬ ゃ ねかっおすさけく-
くけき ゃうょっ, うきっのす ゃけいきけあくけしすぬ 
けこっさぇすうゃくけ こけかせつうすぬ けす くぇかけ-
ゅけゃけゅけ けさゅぇくぇ うくそけさきぇちうの こけ 
すっかっおけききせくうおぇちうけくくにき おぇくぇかぇき 
しゃはいう: しこさぇゃおう  け しけしすけはくうう さぇし-
つひすけゃ し ぉのょあっすけき, ぇおすに しゃっさけお 
さぇしつひすけゃ こけ くぇかけゅぇき, しぉけさぇき う 
ゃいくけしぇき, ゃにこうしおう うい おぇさすけつっお 
さぇしつひすけゃ し ぉのょあっすけき, こっさっつっくぬ 
ぉせたゅぇかすっさしおけえ う くぇかけゅけゃけえ けす-
つひすくけしすう, しょぇくくけえ いぇ こさけてっょてうっ 
こっさうけょに. ]ゃっょっくうは こっさっょぇのすしは 
くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおせ ゃ さっあうきっ off-
line ゃ すっつっくうっ けょくけゅけ さぇぉけつっゅけ 
ょくは し きけきっくすぇ いぇこさけしぇ. 

‶けきうきけ すけゅけ, つすけ くぇかけゅけこかぇ-
すっかぬとうお, こさっょしすぇゃかはのとうえ けす-
つひすくけしすぬ こけ おぇくぇかぇき しゃはいう,  
こさぇおすうつっしおう くっ けしせとっしすゃかはっす 
おけくすさけかぬ いぇ しきっくけえ そけさき けすつひす-
くけしすう, けく っとひ こけかせつぇっす けす しゃけっえ 
うくしこっおちうう さぇいかうつくにっ くけさきぇすうゃ-
くにっ ょけおせきっくすに, さぇいなはしくっくうは, 
うくそけさきぇちうの けぉ ういきっくっくうはた くぇ-
かけゅけゃけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, け 
こさけゃけょうきにた くぇかけゅけゃにきう けさゅぇくぇ-
きう しっきうくぇさぇた.

′ぇうぉけかっっ ゃけしすさっぉけゃぇくくけえ せし-
かせゅけえ はゃかはっすしは こけかせつっくうっ うく-
そけさきぇちうう うい おぇさすけつおう さぇしつひすけゃ 
し ぉのょあっすけき. 〈ぇおけえ くぇかけゅけこかぇ-
すっかぬとうお ょっさあうす させおせ くぇ こせかぬしっ, 
しゃけっゃさっきっくくけ きけあっす こけゅぇしうすぬ 
くっょけうきおせ, つすけ こけいゃけかはっす くっ けす-
ゃかっおぇすぬ っゅけ しさっょしすゃぇ くぇ せこかぇすせ 
てすさぇそくにた しぇくおちうえ, けしけぉっくくけ 
せつうすにゃぇは しっゅけょくはてくのの ねおけくけきう-
つっしおせの しうすせぇちうの, おけゅょぇ おぇあょぇは 
おけこっえおぇ くぇ しつっすせ. 〈ぇおあっ くぇかけゅけ-
こかぇすっかぬとうお きけあっす こさけおけくすさけかう-
さけゃぇすぬ けぉさぇいけゃぇゃてせのしは こっさっこかぇ-
すせ う ぉにしすさけ こけこさけしうすぬ っひ ゃっさくせすぬ 
かうぉけ いぇつっしすぬ ゃ しつひす しかっょせのとうた 
こかぇすっあっえ.

‶かぇすっかぬとうお こけ おぇくぇかぇき しゃはいう 
きけあっす くぇこさぇゃうすぬ いぇこさけし ゃ うくしこっお-
ちうの う ゃ すっつっくうっ 30 ょくっえ こけかせつうすぬ 
けすゃっす, けこはすぬ あっ くっす くっけぉたけょうきけ-
しすう けすゃけいうすぬ っゅけ う しすけはすぬ ゃ けつっ-
さっょう. 

′ぇかけゅけこかぇすっかぬとうお うきっっす ゃけい-
きけあくけしすぬ いぇこさけしうすぬ ゃ ねかっおすさけく-
くけき ゃうょっ こっさっつっくぬ ぉせたゅぇかすっさしおけえ 
う くぇかけゅけゃけえ けすつひすくけしすう, おけすけさせの 
けく しょぇか いぇ こさけてっょてうっ こっさうけょに. 
〈ぇおぇは せしかせゅぇ こけいゃけかはっす させおけゃけ-
ょうすっかの おけくすさけかうさけゃぇすぬ ょっはすっかぬ-
くけしすぬ ぉせたゅぇかすっさしおけえ しかせあぉに: ゃしっ 
かう ょっおかぇさぇちうう こさっょしすぇゃかっくに しゃけ-
っゃさっきっくくけ.

╆ぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ しけ しこっち-
けこっさぇすけさけき しゃはいう こさっょせしきぇすさう-
ゃぇっす おさけきっ こさっょしすぇゃかっくうは けす-
つひすくけしすう ゃ くぇかけゅけゃにっ けさゅぇくに, 
すぇおあっ こさっょしすぇゃかっくうっ けすつひすくけしすう 

ゃ ‶っくしうけくくにえ そけくょ, けさゅぇくに しすぇ-
すうしすうおう, こけかせつっくうっ ゃにこうしけお うい 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにた さっっしすさけゃ のさう-
ょうつっしおうた かうち う うくょうゃうょせぇかぬくにた 
こさっょこさうくうきぇすっかっえ, ぇ すぇおあっ おさせ-
ゅかけしせすけつくせの すったくうつっしおせの こけょ-
ょっさあおせ. ¨ょくうき うい けこっさぇすけさけゃ 
しゃはいう さっぇかういけゃぇくぇ っとひ う すぇおぇは 
せしかせゅぇ: ゃけいきけあくけしすぬ ゃきっしすっ し 
こさけゅさぇききけえ こけ こっさっょぇつっ けすつひす-
くけしすう こけかせつうすぬ ょけしすせこ お しこさぇ-
ゃけつくけ-こさぇゃけゃけえ しうしすっきっ, けさう-
っくすうさけゃぇくくけえ くぇ ぉせたゅぇかすっさぇ. 
ぁすけ けつっくぬ せょけぉくけ – ゃ こさけちっししっ 
いぇこけかくっくうは ょっおかぇさぇちうう きけあくけ 
いぇゅかはくせすぬ ゃ しこさぇゃけつくけ-こさぇゃけゃせの 
しうしすっきせ う くぇえすう けすゃっすに くぇ しゃけう 
ゃけこさけしに.

』すけぉに こさっょしすぇゃかはすぬ くぇかけゅけゃせの 
けすつひすくけしすぬ こけ おぇくぇかぇき しゃはいう くっ-
けぉたけょうきけ こさうぉっゅくせすぬ お せしかせゅぇき 
しこっちけこっさぇすけさぇ しゃはいう, せこけかくけきけ-
つっくくけえ けさゅぇくういぇちうう, いぇおかのつうゃ-
てっえ し 〉こさぇゃかっくうっき 《′] [けししうう 
こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ょけ-
ゅけゃけさ くぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ くぇかけ-
ゅけこかぇすっかぬとうおぇき せしかせゅ こけ こっさっ-
ょぇつっ くぇかけゅけゃけえ けすつひすくけしすう こけ 
すっかっおけききせくうおぇちうけくくにき おぇくぇかぇき 
しゃはいう. 

╆ぇ こけしかっょくうえ ゅけょ おけかうつっしすゃけ 
しこっちうぇかういうさけゃぇくくにた けこっさぇすけさけゃ 
いくぇつうすっかぬくけ ゃけいさけしかけ – しっえつぇし  ゃ 
くぇてっえ けぉかぇしすう ょっえしすゃせのす てっしすぬ 
けこっさぇすけさけゃ. ╁しの うくそけさきぇちうの け 
くうた くぇかけゅけこかぇすっかぬとうお きけあっす こけ-
かせつうすぬ し ╇くすっさくっす-しぇえすぇ 〉こさぇゃかっ-
くうは 《′] [けししうう こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう www.r66.nalけg.ru う ゃ ╇く-
しこっおちうう 《′] [けししうう こけ ゅ. ╀っさひ-
いけゃしおけきせ. 

〉こさぇゃかっくうっ 《′] [けししうう こけ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけしすけ-
はくくけ さぇぉけすぇっす しけ しこっちうぇかういう-
さけゃぇくくにきう けこっさぇすけさぇきう しゃはいう, 
ゃにぉうさぇは けこすうきぇかぬくにっ ゃけいきけあ-
くけしすう ょかは せょけぉしすゃぇ くぇかけゅけこかぇ-
すっかぬとうおけゃ. ]けゃっすせっき ゃくうきぇ-
すっかぬくけ ういせつうすぬ こさぇえし-かうしすに 
しこっちけこっさぇすけさけゃ: しすけうきけしすぬ くぇ 
しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ いくぇつうすっかぬくけ 
ゃぇさぬうさせっすしは. ╉さけきっ すけゅけ, しっえつぇし 
ゃしっ けこっさぇすけさに こさけゃけょはす しこっちう-
ぇかぬくにっ ぇおちうう – こさっょせしきけすさっくに 
ぉけかぬてうっ しおうょおう けしけぉっくくけ ょかは 
おぇすっゅけさうえ きぇかけゅけ う しさっょくっゅけ 
ぉういくっしぇ. 

ぁかっおすさけくくにえ ょけおせきっくすけけぉけ-
さけす – ねすけ くぇてっ ぉせょせとっっ, こけねすけきせ 
しけゃっすせっき しっゅけょくは うしこけかぬいけゃぇすぬ 
ゃけいきけあくけしすぬ こけょおかのつっくうは いぇ きう-
くうきぇかぬくせの こかぇすせ. ぁすう いぇすさぇすに 
けおせこはすしは ゃ こっさゃせの あっ けすつひすくせの 
おぇきこぇくうの – くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおせ 
くっ こさうょひすしは っいょうすぬ ゃ うくしこっおちうの, 
けすゃかっおぇすぬ ぉせたゅぇかすっさぇ, くぇくうきぇすぬ 
おせさぬっさぇ.

ぁかっおすさけくくにえ ょけおせきっくすけけ-
ぉけさけす こけいゃけかはっす けぉかっゅつうすぬ くっ 
すけかぬおけ あういくぬ くぇかけゅけこかぇすっかぬ-
とうおせ, くけ う さぇぉけすせ うくしこっおすけさぇ. 
‶けはゃかはっすしは ゃけいきけあくけしすぬ ゃに-
しゃけぉけょうすぬ おぇょさに くぇ ぉけかっっ ゃぇあ-
くにっ くぇこさぇゃかっくうは ょっはすっかぬくけしすう, 
すぇお くっけぉたけょうきにっ くぇかけゅけこかぇ-
すっかぬとうおせ: おけくしせかぬすぇちうけくくせの 
さぇぉけすせ, こさけゃっさおせ ょっおかぇさぇちうえ う 
しゃけっゃさっきっくくにえ ゃけいゃさぇす しせきき こけ 
くぇかけゅけゃにき ゃにつっすぇき. 』っき ょけかぬ-
てっ くぇかけゅけこかぇすっかぬとうお ぉせょっす 
こさうあうきぇすぬ お しっさょちせ ぉせきぇあくせの 
ょっおかぇさぇちうの, すっき ょけかぬてっ うく-
しこっおすけさに ぉせょせす しうょっすぬ くぇ けょくけ-
けぉさぇいくけえ きけくけすけくくけえ さぇぉけすっ 
こけ こさうひきせ う ゃゃけょせ けすつひすくけしすう. 
╇きっくくけ ねかっおすさけくくにえ ょけおせきっく-
すけけぉけさけす こけいゃけかうす ういにしおぇすぬ 
ょけこけかくうすっかぬくにっ ゃけいきけあくけしすう, 
つすけぉに おぇさょうくぇかぬくけ せかせつてうすぬ 
おぇつっしすゃけ けぉしかせあうゃぇくうは う うく-
そけさきうさけゃぇくうは くぇかけゅけこかぇすっかぬ-
とうおけゃ.

╁¨╆╁[┿】┿ぅ]を ╉ ′┿‶╄』┿〈┿′′¨╋〉

┿╃╋╇′╇]〈[┿『╇ぅ ╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿
‶[¨〈¨╉¨╊ ┿〉╉『╇¨′┿ わ64-3/2010-┿┿ けす 29 ょっおぇぉさは 2010ゅ.

‶さけすけおけか こけょこうしぇく ゃしっきう つかっくぇきう っょうくけえ おけきうししうう, こさうしせすしすゃせのとうきう くぇ いぇしっ-
ょぇくうう, う いぇおぇいつうおけき.

‶さっょきっす ぇせおちうけくぇ う くぇつぇかぬくぇは (きぇおしうきぇかぬくぇは) ちっくぇ おけくすさぇおすぇ: ‶けしすぇゃおぇ 
きっょうおぇきっくすけゃ う さぇしたけょくにた きぇすっさうぇかけゃ ょかは くせあょ ╋〉╆ «╀っさっいけゃしおぇは 『╂╀». ╃けこけかくう-
すっかぬくけっ さぇいょっかっくうっ こけ かけすぇき, おけかうつっしすゃけ, くぇうきっくけゃぇくうっ すけゃぇさぇ う くぇつぇかぬくにっ (きぇお-
しうきぇかぬくにっ) ちっくに こけ かけすぇき せおぇいぇくに ゃ ょけおせきっくすぇちうう けぉ ぇせおちうけくっ.

╆ぇおぇいつうお: ╋せくうちうこぇかぬくけっ せつさっあょっくうっ いょさぇゃけけたさぇくっくうは «╀っさっいけゃしおぇは 『╂╀».
┿ょさっし いぇおぇいつうおぇ: 623701, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 【うかけゃしおぇは, 28.
〉こけかくけきけつっくくにえ けさゅぇく: ┿ょきうくうしすさぇちうは ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
┿ょさっし せこけかくけきけつっくくけゅけ けさゅぇくぇ: 623701, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9.
╋っしすけ, ょぇすぇ, ゃさっきは こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, 

29 ょっおぇぉさは 2010 ゅ. ゃ 10.45 つぇしけゃ きっしすくけゅけ ゃさっきっくう.
〉つぇしすくうおう ぇせおちうけくぇ:

64/1 ¨¨¨ «┿]┿ 2» こけ かけすぇき わ 1,9,10,17,20
64/2 ¨¨¨ «[うそぇさき 〉さぇか» こけ かけすぇき わ 1,2,4,11,13,14,15,18,20,22
64/3 ¨¨¨ «╂かけさうは XXI ゃっお» こけ かけすぇき わ 1,8,9,10,15,16,17,18,19,20,21
64/4 ¨¨¨ «¨かぬゅぇ-そぇさき» こけ かけすぇき わ 1,3-10,15-21
64/5 ¨¨¨ «┿すかぇくすぇ» こけ かけすぇき わ 1-7,9-16,18-22
64/6 ¨¨¨  «[っくけおし-╉けさこけさぇちうは» こけ かけすぇき わ 12,13,14

〉つぇしすくうお ぇせおちうけくぇ, おけすけさにえ しょっかぇか こけしかっょくっっ こさっょかけあっくうっ け ちっくっ おけくすさぇおすぇ:
‶け かけすぇき わ 1,8,15,17: 
1) ¨¨¨ «¨かぬゅぇ-そぇさき», 620033, ゅ.╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか.′けさうかぬしおぇは, 77, かうすっさ ╇ – ちっくぇ 

おけくすさぇおすぇ しけけすゃっすしすゃっくくけ 39 690 させぉ., 3 700 させぉ., 16 830 させぉ., 6 965 させぉ.
‶け かけすぇき わ 2,22: 
1) ¨¨¨ «[うそぇさき 〉さぇか», 456501, 』っかはぉうくしおぇは けぉか., ]けしくけゃしおうえ さぇえけく, こけし. ′けゃにえ 

╉さっきっくおせかぬ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 2 – ちっくぇ おけくすさぇおすぇ しけけすゃっすしすゃっくくけ 9 996 させぉ., 54 175 させぉ.
‶け かけすぇき わ 3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,18,19,21: 
1) ¨¨¨ «┿すかぇくすぇ», 620098,ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,せか. ╊けきけくけしけゃぇ,87-81 – ちっくぇ おけくすさぇおすぇ 

しけけすゃっすしすゃっくくけ 495させぉ., 31 520 させぉ., 4 950 させぉ., 1 683 させぉ., 1 138,50 させぉ., 1 188 させぉ., 
1 379 させぉ., 24 304 させぉ., 4 950 させぉ., 16 252,50 させぉ., 7 920 させぉ., 13 860 させぉ., 2 475 させぉ., 
2 970 させぉ.

‶け かけすせ わ 14: 
1) ¨¨¨  «[っくけおし-╉けさこけさぇちうは», 620016, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか.』おぇかけゃぇ, 250-36 – ちっくぇ 

おけくすさぇおすぇ 21 571,50 させぉ.
‶け かけすせ わ 20: 
1) ¨¨¨ «┿]┿ 2», 620034, ゅ.╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか.╀っぉっかは, 120-20 – ちっくぇ おけくすさぇおすぇ 48 

068 させぉ.
〉つぇしすくうお ぇせおちうけくぇ, おけすけさにえ しょっかぇか こさっょこけしかっょくっっ こさっょかけあっくうっ け ちっくっ おけくすさぇおすぇ:
‶け かけすぇき わ 1,10:
2) ¨¨¨ «┿]┿ 2», 620034, ゅ.╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか.╀っぉっかは, 120-20  – ちっくぇ おけくすさぇおすぇ しけ-

けすゃっすしすゃっくくけ 39 892,50 させぉ., 1 386 させぉ.
‶け かけすぇき  わ 2,22:  
2) ¨¨¨ «┿すかぇくすぇ», 620098,ゅ.╄おぇすっさうくぉせさゅ,せか.╊けきけくけしけゃぇ,87-81 – ちっくぇ おけくすさぇおすぇ 

しけけすゃっすしすゃっくくけ    10 047 させぉ., 54 450 させぉ.
‶け かけすぇき わ 3,5,6,7,9,16,19,21: 
2) ¨¨¨ «¨かぬゅぇ-そぇさき», 620033, ゅ.╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか.′けさうかぬしおぇは, 77, かうすっさ ╇ – ちっくぇ 

おけくすさぇおすぇ しけけすゃっすしすゃっくくけ 497,50させぉ., 4 975 させぉ., 1 691,50 させぉ., 1 144,25 させぉ., 1 194 
させぉ., 7 960 させぉ., 2 487,50 させぉ., 2 985 させぉ.

‶け かけすぇき わ 4,11,13,14,15,18,20: 
2) ¨¨¨ «[うそぇさき 〉さぇか», 456501, 』っかはぉうくしおぇは けぉか., ]けしくけゃしおうえ さぇえけく, こけし. ′けゃにえ 

╉さっきっくおせかぬ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 2 – ちっくぇ おけくすさぇおすぇ しけけすゃっすしすゃっくくけ 31 680 させぉ., 24 428 
させぉ., 16 335 させぉ., 21 681 させぉ., 16 915 させぉ., 13 930 させぉ., 48 312 させぉ.

‶け かけすせ わ12: 
2) ¨¨¨  «[っくけおし-╉けさこけさぇちうは», 620016, ゅ.╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか.』おぇかけゃぇ, 250-36– ちっくぇ 

おけくすさぇおすぇ 4 975させぉ.
╁しっ こさけすけおけかに けこせぉかうおけゃぇくに くぇ けぉかぇしすくけき しぇえすっ: http://zakupki.midural.ru:8080.

′┿╀╊ぃ╃┿╄╋ ╆┿ ╁╆[｠╁┿╋╇
╃╄]ぅ〈╉╇ うしこせゅぇくくけ ゃいょさぇゅうゃぇのとうた う こかぇつせとうた ょっすっえ, すさっ-

とうくに ゃ しすっくぇた ょけきけゃ, かうすさに ゃにこうすけえ ゃぇかっさぬはくおう, つせゃしすゃぇ 
せくうあっくうは う しすさぇたぇ こっさっょ «さけょくけえ» さけししうえしおけえ ぇさきうっえ – ゃけす 
かうてぬ くっおけすけさにっ さっいせかぬすぇすに きくけゅけきっしはつくにた っあっょくっゃくにた ゃいさに-
ゃけゃ, こさけうしたけょうゃてうた しけゃしっき さはょけき し くぇてうきう ょけきぇきう. ′け かせつてっ 
せあ こけいょくけ, つっき くうおけゅょぇ: しこせしすは こさけょけかあうすっかぬくけっ ゃさっきは ゅくっゃ-
くにっ けぉさぇとっくうは くぇてうた ょっこせすぇすけゃ ゃけいにきっかう ょっえしすゃうっ. ╉けきぇくょけ-
ゃぇくうっ ‶さうゃけかあしおけ-〉さぇかぬしおけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ こさうしかぇかけ けすゃっす. 
╀せょっき くぇょっはすぬしは, つすけ ぉかぇゅけょぇさは こさうくはすにき きっさぇき ぉっさっいけゃつぇくっ, 
くぇおけくっち-すけ, しきけゅせす こけゃっさうすぬ, つすけ くぇ 〉さぇかっ ゃけえくに くっす.

‶さっょしっょぇすっかの ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
╄.]. ╂¨╁¨[〉》╄ 

╁ぇてっ けぉさぇとっくうっ こけ ゃけこさけしせ いぇおけくくけしすう けしせとっしすゃかっくうは きっさけこさうはすうえ 
こけ せすうかういぇちうう ぉけっこさうこぇしけゃ きっすけょけき こけょさにゃぇ くぇ こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ 
┿ょせえ» こけしすせこうかけ ゃ ゃけっくくせの こさけおせさぇすせさせ ‶さうゃけかあしおけ-〉さぇかぬしおけゅけ ゃけっくくけ-
ゅけ けおさせゅぇ う さぇししきけすさっくけ.

〉しすぇくけゃかっくけ, つすけ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し さぇしこけさはょうすっかぬくにきう ょけおせきっくすぇきう 
╂っくっさぇかぬくけゅけ てすぇぉぇ ╁けけさせあひくくにた ]うか [《 う おけきぇくょせのとっゅけ ゃけえしおぇきう ‶さう-
ゃけかあしおけ-〉さぇかぬしおけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ くぇょかっあぇかけ けさゅぇくういけゃぇすぬ こけゅさせいおせ う 
ょけしすぇゃおせ くぇ こけかうゅけく «╉さぇしくにえ ┿ょせえ» くっ こさうゅけょくにた お こさうきっくっくうの さぇおっす 
う ぉけっこさうこぇしけゃ ょかは せくうつすけあっくうは うた きっすけょけき こけょさにゃぇ くぇ けぉけさせょけゃぇくくにた 
きっしすぇた う ゃいさにゃくにた こけかはた.

╁ たけょっ こさけゃっょひくくにた くぇょいけさくにた きっさけこさうはすうえ ゃ ょっはすっかぬくけしすう けすょっかぬくにた 
ょけかあくけしすくにた かうち, けすゃっすしすゃっくくにた いぇ こさけゃっょっくうっ さぇぉけす こけ せくうつすけあっくうの 
ぉけっこさうこぇしけゃ くぇ こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ ┿ょせえ», ゃにはゃかっくに くぇさせてっくうは すさっぉけ-
ゃぇくうえ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, さっゅかぇきっくすうさせのとっゅけ う せしすぇくぇゃかうゃぇのとっゅけ おぇすっ-
ゅけさうう ぉっいけこぇしくけしすう ょかは つっかけゃっおぇ そぇおすけさけゃ しさっょに っゅけ けぉうすぇくうは う すさっぉけ-
ゃぇくうは お けぉっしこっつっくうの ぉかぇゅけこさうはすくにた せしかけゃうえ っゅけ ょっはすっかぬくけしすう.

╁ さっいせかぬすぇすっ ょけこせとっくくにた くぇさせてっくうえ ゃ くぇしっかひくくにた こせくおすぇた, さぇしこけかけ-
あっくくにた ゃ くっこけしさっょしすゃっくくけえ ぉかういけしすう けす こけかうゅけくぇ «╉さぇしくにえ ┿ょせえ», てせ-
きけゃけえ ねそそっおす けす せょぇさくけえ ゃけかくに ゃ くっしおけかぬおけ さぇい こさっゃにてぇっす ょけこせしすうきにっ 
いくぇつっくうは, つすけ きけあっす こけゃかっつぬ こさうつうくっくうっ ゃさっょぇ あういくう, いょけさけゃぬの う うきせ-
とっしすゃせ きっしすくけゅけ くぇしっかっくうは.

¨ょくけえ うい ゅかぇゃくにた こさうつうく ういかけあっくくけゅけ はゃかはっすしは けすしせすしすゃうっ くぇ きっしすぇた 
こけょさにゃぇ ぉけっこさうこぇしけゃ, さぇしこけかけあっくくにた くぇ けすおさにすけえ きっしすくけしすう, っしすっしすゃっく-
くにた こさっゅさぇょ ょかは さぇしこさけしすさぇくっくうは ゃいさにゃくけえ う てせきけゃけえ ゃけかくに, ぇ すぇおあっ 
けすしせすしすゃうっ ょけかあくけゅけ おけくすさけかは しけ しすけさけくに ょけかあくけしすくにた かうち ゃけえしおけゃけえ 
つぇしすう 61423 いぇ ょっえしすゃうはきう ゃけっくくけしかせあぇとうた, ゃたけょはとうた ゃ しけしすぇゃ こけょさにゃ-
くにた おけきぇくょ くぇ せおぇいぇくくけき こけかうゅけくっ.

‶け さっいせかぬすぇすぇき こさけゃっさおう ゃ ぇょさっし こさぇゃけきけつくけゅけ おけきぇくょけゃぇくうは ゃくっしっくけ 
こさっょしすぇゃかっくうっ し すさっぉけゃぇくうっき こさうくはすうは くっけすかけあくにた きっさ, くぇこさぇゃかっくくにた 
くぇ せしすさぇくっくうっ ゃにはゃかっくくにた くぇさせてっくうえ いぇ-おけくぇ こさう こさけういゃけょしすゃっ さぇぉけす こけ 
せすうかういぇちうう ぉけっこさうこぇしけゃ きっすけょけき こけょさにゃぇ くぇ こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ ┿ょせえ».

¨ょくけゃさっきっくくけ しけけぉとぇの, つすけ くぇょいけさくにっ きっさけこさうはすうは くぇ ょぇくくけき くぇ-
こさぇゃかっくうう ょっはすっかぬくけしすう こさけょけかあぇのすしは, うた こさけゃっょっくうっ くぇたけょうすしは くぇ おけく-
すさけかっ ゃ ゃけっくくけえ こさけおせさぇすせさっ ‶さうゃけかあしおけ-〉さぇかぬしおけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ.

′ぇつぇかぬくうお けすょっかぇ くぇょいけさぇ (いぇ うしこけかくっくうっき いぇおけくけゃ 
けさゅぇくぇきう ゃけっくくけゅけ せこさぇゃかっくうは う ゃけうくしおうきう ょけかあくけしすくにきう 

かうちぇきう) ゃけっくくけえ こさけおせさぇすせさに ‶さうゃけかあしおけ-〉さぇかぬしおけゅけ 
ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ こけょこけかおけゃくうお のしすうちうう ╃.′. ╆┿╃¨[¨╅′｠╈



Ïîíåäåëüíèê, 17 ÿíâàðÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 13.00 «7 ╃′╄╈» 
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 23.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]
10.00, 00.00 “╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇”. ╃/]
10.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
11.00, 02.20 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 “‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)  
12.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
14.00, 19.15, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿  
14.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»  
14.30, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄).  
14.45 «〈┿╋』｠-【¨〉». 〈╄╊╄╁╇╉〈¨[╇′┿ ╃╊ぅ 【╉¨╊を-

′╇╉¨╁ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄) 
15.15  ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.40 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ]〈[┿′╇』╉┿»
15.55, 01.20 ╇. ╋┿》╋〉〈¨╁┿. «╄╃╇′]〈╁╄′′┿ぅ ╋¨ぅ». 

]‶╄╉〈┿╉╊を 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ 
〈╄┿〈[┿ ╃[┿╋｠ ╇ ╉¨╋╄╃╇╇ ╇╋. ╉. 〈╇′』〉[╇′┿. 
1-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 
ぅ╆｠╉╄)

17.00 』╄╋‶╇¨′┿〈 ╉》╊. «┿╁〈¨╋¨╀╇╊╇]〈» (╄╉┿〈╄-
[╇′╀〉[╂) – «┿╉ ╀┿[]» (╉┿╆┿′を). 〈[┿′]╊ぅ『╇ぅ 
╇╆ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿ 

20.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»
22.00 «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉». 〈/]
00.30 “┿╊╄╉]┿′╃[╇ぅ”. ╃/]
02.45 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
03.10 ╉¨′『╄[〈 》┿′╇╇ 《┿[》╇

‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ [┿╀¨〈｠ 
╃¨ 11.45

11.45 «╄[┿╊┿【»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «╅╃╇ ╋╄′ぅ»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿»
22.20 ]‶╄『[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄. 

«′╄╊╄╂┿╊｠»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23 .50  〈 /]  «‶¨╃‶¨╊を′┿ぅ 

╇╋‶╄[╇ぅ»
00.50 》/《 «〈¨╊を╉¨ ̈ ′┿ - ╄╃╇′-

]〈╁╄′′┿ぅ»
02.40 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋╇╉]»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «┿[〈╇]〈 ╆┿╀｠〈¨╂¨ 

╅┿′[┿. ╁╊┿╃╇╋╇[ 【〉-
╀┿[╇′»

10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
17.55 〈/] «╁]┱ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «‶ぅ〈┿ぅ ╂[〉‶‶┿ ╉[¨-

╁╇»
23.45 ╂¨[¨╃¨╉
00.50 ╁╄]〈╇+
01.10 》/《 «‶╇]を╋┿ ] ╇╁¨╃-

╆╇╋｠»
04.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30, 10.20 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠』┿╈-

′¨╄ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13 . 30  〈 /]  «╋╄′〈¨╁]╉╇╄ 

╁¨╈′｠» 
15.30, 18.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠-

』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «ぁ[┿ ]〈[╄╊を『┿» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «‶┿〉〈╇′┿» 
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╆╁╄[¨╀¨╈» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «╀┿╊を╆┿╉¨╁]╉╇╈ 

╁¨╆[┿]〈, ╇╊╇ ╁]╄ ╋〉╅╇-
╉╇ - ]╁¨...» 

01.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
02.00 «╃¨ ]〉╃┿» 
03.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.00 〈/] «╋╄[〈╁｠╄ ╃¨ ╁¨]-

〈[╄╀¨╁┿′╇ぅ»

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «╋┿╉┿[¨╁»
12.30, 13.35, 16.40, 21.25, 23.00, 

23.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.40 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
14.20 》/《 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ╉′╇╂┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
1 6 . 1 0  〈 / ]  « ╁ ¨ ╊ 【 ╄ ╀ ′ ¨ ╄ 

╃╄[╄╁¨»
17.50 [¨]]╇╈]╉╇╄ ╆╁╄╆╃｠ ╋╇-

[¨╁¨╈ ¨‶╄[｠
18.40 ╇]╉┿〈╄╊╇
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20 . 05  ]┿〈╇ .  ′╄]╉〉』′┿ぅ 

╉╊┿]]╇╉┿...
20.45 ¨]〈[¨╁┿
22.15 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
01.40 ╇]╉┿〈╄╊╇
02.25 ╀┿╊╄〈 «[¨╋╄¨ ╇ ╃╅〉-

╊を╄〈〈┿»

7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.30 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁» 
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
12.40 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》» 
13.10, 02.20 «′┿〉╉┿ 2.0»
13.40 ╁╄]〈╇.RU 
14.10 《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿
15.00, 01.05, 04.40 TOP GEAR
16.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
16.50 ╀╇┿〈╊¨′. ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿
18.40, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
19.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.50 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
20.00 «10 +» 
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.15 ╀¨╉]
22.10 》/《 «╇′¨]〈[┿′╄『-2. 』╄[-

′｠╈ [┿]]╁╄〈»
00.00, 03.25 ╁╄]〈╇.RU 
00.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
02.50, 03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 ′┿]〈[¨╄′╇╄
8.30 》/《 «╁╇╈»
9.55 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉╇╈ 

╃╄╃〉【╉┿»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋
12.55 ╉〉╊を〈〉[′｠╈ ¨╀╋╄′
13.25 ╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈
14.45 ╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿
15.10, 17.50 ‶╄〈[¨╁╉┿, 38
15.25 〈/] «╋¨【╄′′╇╉╇»
16.30 ╁[┿』╇
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.50 〈/] «╋¨ぅ ╂[┿′╇『┿»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «‶╄[╁┿ぅ ‶¨‶｠〈╉┿»
22.50 ╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠
00.15 ╉〉╊を〈〉[′｠╈ ¨╀╋╄′
00.45 〈/] «‶〉┿[¨ ┿╂┿〈｠ 

╉[╇]〈╇»
02.30 》/《 «【╇╆¨《[╄′╇ぅ»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
11.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.10 》/《 «‶[╄╃』〉╁]〈╁╇╄»
18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╋╄]〈を ‶〉【╇]〈｠》»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «╉╇╋╀╄[╊╇»
05.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

5.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 》/《 «〉╃┿』╇ ╁┿╋, ╂¨]-

‶¨╃┿!»
15.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.45 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
17.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
17.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «╋╇]〈╄[ ╇ ╋╇]]╇] 

]╋╇〈» 
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
01.05 》/《 «╀╄【╄′｠╄ ┿╉〉╊｠»
02.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨» 
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
10.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «]╋╄[〈╄╊を′｠╈ 〉╃┿[»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 2»
22.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇» 
23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
00.00 》/《 «』╄[′｠╈ [｠『┿[を»
01.55 》/《 «》¨[¨【╇╈»
03.50 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»

6.00 ╋/] «[¨]¨╋┿》┿ ╇ ╊ぃ╃╇ 
╇╉]»

6.55 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
7.00 ╋/] «]╉〉╀╇ ╃〉»
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00, 12.40 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.30 〈[╇╊╊╄[ «╃┿[»
13.30 ╋/] «]╄╋をぅ ‶¨』╄╋〉』╄╉»
14.00 ╋/] «ぅ]¨′ ╇ ╂╄[¨╇ 

¨╊╇╋‶┿»
14.30 ╋/] «╃╅〉╋┿′╃╅╇»
15.00 ╋/] «╉┿]‶╄[, ╉¨〈¨[｠╈ 

╅╇╁┱〈 ‶¨╃ ╉[｠【╄╈»
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ «‶┿[╉ 

ぃ[]╉¨╂¨ ‶╄[╇¨╃┿»
23.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01 . 30  〈 /]  «╊╄╂╄′╃┿  ¨╀ 

╇]╉┿〈╄╊╄»
03.10 ╃[┿╋╄╃╇ «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
6.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
9.30 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
10.20 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05 〈/] «┿╋┿‶¨╊┿», 1 ].
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 02.00, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
18.30 ,  03 .40  «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ.  〈[〉╃¨╁｠╄ 

¨〈′¨【╄′╇ぅ»
19.00 》¨╉╉╄╈. «┿╁〈¨╋¨╀╇╊╇]〈» - «┿╉ ╀┿[]»
21.50, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇. ┿╉『╄′〈»
22.40, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.20 ╋╇′╇-《〉〈╀¨╊. [¨]]╇ぅ - ╀[┿╆╇╊╇ぅ
01.00 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
01.30 «┿╁〈¨╀┿′»
01.45 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
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[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

̋"]っくけ0":/;44/33/87/5;90
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

╀╄]‶╊┿〈′｠╄
¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ

ÄÇÀÍÑÌÛÃ
‶[¨╃┿╋

̋" ‶けこせゅぇう<" おけさっかかに" Î" 4722"
させぉ0." こっしすさにっ" さけいっかかに" Î" 7522"
させぉ0." きぇしおけゃにっ" くっさぇいかせつくうおう"
Î"4422"させぉ0":/;83/79/55/5770

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

̋" ′けゃにっ" しぇこけあおう" ょかは" しけぉぇつ/
おう."そぇぉさうつくけゅけ"こさけういゃけょしすゃぇ."くぇ"
きけかくうう."し"かうこせつおぇきう0"『0"672"させぉ0"
6/:9/48.":/;34/43/4;/:580

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

̋"】っくけお"かぇえおう."3"きっし0":"*565+"
43;/53/5;0

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

‶¨╃┿[ぃ
̋"Å〈ぇかうしきぇく"ゅけょぇÇ"Î"おけすっくおぇ0"
3.7"きっし0."けおさぇし"しっさにえ"おぇきにてけゃにえ."
ょっゃけつおぇ0":/;24/47/65/5920

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÑÏ½ÌÐÎÍÏÑ
╉〉‶╊ぃ

̋"‶けょなっきくうお"ょかは"さっきけくすぇ"かっゅ/
おけゃにた" ぇゃすけ0" ′っょけさけゅけ0" :/;44/43/
45/295.":/;83/98/;9/9780

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

‶[¨╃┿╋
̋"┿おおせきせかはすけさに"Å╁ぇさすぇÇ."ぉ1せ0"
:/;44/338/75/;970

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÇÙÒ"Ï½¾ÍÑÒ
̋" ′はくは0" ]けゃっすしおうえ" きおさく0." こっょ0"
けぉさぇいけゃぇくうっ." こっくしうけくっさ0" :/;34/
46/55/3840

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

̋" ╁" ゃっつっさくっっ" ゃさっきは0" ╋けあくけ"
せぉけさとうちっえ0" ╅っかぇすっかぬくけ" ′╀‶0"
[ぇししきけすさの" ゃしっ" ゃぇさうぇくすに0" :/;75/
82/39/:940

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÅÂÍÏÍÀÜÃ
̋" ╂うきくぇしすうおぇ" すうぉっすしおうた" きけ/
くぇたけゃ0" ‶けおぇいぇくうは<" ゃけししすぇくけゃかっ/
くうっ" あういくっしこけしけぉくけしすう" けさゅぇくうい/
きぇ0"╋っしすけ" Î"╉]『0"╁さっきは"Î"こけしかっ"
くぇぉけさぇ"ゅさせここ0"6/63/9;"*し"3:022"ょけ"
42022+0

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÅÌ½ÉÍËÐÑÀ½
̋" ╋けかけょけえ" きせあつうくぇ" 52" かっす."
ぉっい" ゃさっょくにた" こさうゃにつっお" こけいくぇおけ/
きうすしは"し"ょっゃせておけえ"けす"3:"ょけ"52"かっす."
ぉっい"ゃさっょくにた"こさうゃにつっお0":/;24/48/
34/9580

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

〉╁┿╅┿╄╋｠╄"』╇〈┿〈╄╊╇#
]けあぇかっっき."つすけ"けしすぇゃうかう"ゃぇし"ぉっい"すっかっこさけ/

ゅさぇききに"くぇ"ねすせ"くっょっかの0"〉ゃに."こさけゅさぇききせ"こっ/
さっょぇつ" そっょっさぇかぬくにっ" おぇくぇかに" こさうしかぇかう" くぇき"
しかうておけき"こけいょくけ."ぇ"すったくうつっしおうっ"こさうつうくに"くっ"
こけいゃけかうかう"くぇき"ゃにこせしすうすぬ"ゅぇいっすせ"ゃ"くけゃけゅけょ/
くうっ"こさぇいょくうおう0"‶さうきうすっ"くぇてう"ういゃうくっくうは0

[╄
╉╊

┿╋
┿
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‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 23.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]
10.00 “╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇”. ╃/]
10.30, 02.05 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
11.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»
12.00, 17.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
13.00 «╁╊┿╃｠╉┿ ╋¨[╄╈». ╃/]
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.45 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ¨]〈┿′¨╁╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
15.15 «》¨』╄〈]ぅ  ‶╄〈を»
16.00, 01.20 ╇. ╋┿》╋〉〈¨╁┿. «╄╃╇′]〈╁╄′′┿ぅ ╋¨ぅ». 

]‶╄╉〈┿╉╊を 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨-
╂¨ 〈╄┿〈[┿ ╃[┿╋｠ ╇ ╉¨╋╄╃╇╇ ╇╋. ╉. 〈╇′-
』〉[╇′┿. 2-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 
ぅ╆｠╉╄)

19.00 «╀╄]]╋╄[〈′┿ぅ ┿[╋╇ぅ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿». ╃/《
20.30 ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈 
22.00 «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉». 〈/]
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
00.30 «╀╄]]╋╄[〈′┿ぅ ┿[╋╇ぅ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿». ╃/《 
02.50 «]╋╄》¨]〈〉╃╇ぅ»
03.10 ╉¨′『╄[〈 》┿′╇╇ 《┿[》╇

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿»
22.20 «]‶┿]〈╇ ╊ぃ╀¨╈ 『╄′¨╈»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 〈/] «′┿ ′¨』を ╂╊ぅ╃ぅ»
00.40 》/《 «╃╄[╄╁¨ ╃╅¨【〉┿»
02.40 》/《 «《┿╉〈¨〈〉╋»
04.25 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
17.55 〈/] «╁]┱ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «‶ぅ〈┿ぅ ╂[〉‶‶┿ 

╉[¨╁╇»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╁ ‶¨]╊╄╃′╇╈ [┿╆»
01.55 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
02.30 》/《 «‶[╄╃]╉┿╆┿′╇╄»

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13 . 30  〈 /]  «╋╄′〈¨╁]╉╇╄ 

╁¨╈′｠» 
15.30, 18.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠-

』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «ぁ[┿ ]〈[╄╊を『┿» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «‶┿〉〈╇′┿» 
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╆╁╄[¨╀¨╈» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «╀┿╊を╆┿╉¨╁]╉╇╈ 

╁¨╆[┿]〈, ╇╊╇ ╁]╄ ╋〉╅╇-
╉╇ - ]╁¨...» 

01.40 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄-
╃╇′¨╉»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄»
12.10, 16.40, 21.25, 23.00 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋｠
13.50 ‶ぅ〈¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄
14.20 》/《 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ╉′╇╂┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
1 6 . 1 0  〈 / ]  « ╁ ¨ ╊ 【 ╄ ╀ ′ ¨ ╄ 

╃╄[╄╁¨»
17.40 [¨]]╇╈]╉╇╄ ╆╁╄╆╃｠ ╋╇-

[¨╁¨╈ ¨‶╄[｠
18.40 ╇]╉┿〈╄╊╇
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
20.45 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
22.15 ┿‶¨╉[╇《
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╁╄]′┿ ╋╇╉╄╊┿′-

╃╅╄╊¨», 1 ]╄[╇ぅ
01.25 ╊╄〈¨ ╂¨]‶¨╃′╄

5.40 «[╄╈〈╇′╂ 〈╇╋¨《╄ぅ ╀┿-
╅╄′¨╁┿»

6.10 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
7.00, 20.00 «10 +» 
7.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40, 21.25 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨-

╆[╄′╇╄ 〉[┿╊┿ 
9.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
10.25 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿» 
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 02.20 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
12.40 «′┿〉╉┿ 2.0» 
13.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋ 
13.40, 00.00, 03.45 ╁╄]〈╇.RU 
14.10 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿» 
15.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
15.55 ╀╇┿〈╊¨′. ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿ 
19.30 ̈ 〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄]〈╁┿
20.20 ╁╄]〈╇ ′┿]〈¨╊を′¨╂¨ 

〈╄′′╇]┿
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
21.40 》¨╉╉╄╈. «╁╇〈ぅ╆を» (』╄-

》¨╁) - «]╄╁╄[]〈┿╊を»
00.15, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «╀╇┿〈╊¨′ ] ╃╋╇〈[╇╄╋ 

╂〉╀╄[′╇╄╁｠╋»
01.05, 04.00 TOP GEAR 

6.00 ′┿]〈[¨╄′╇╄
8.25 》/《 «〈｠ - ╋′╄, ぅ - 〈╄╀╄»
10.00 》/《 «‶¨╃[〉╂┿ ¨]¨╀¨╂¨ 

′┿╆′┿』╄′╇ぅ»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «‶¨╃[〉╂┿ ¨]¨╀¨╂¨ 

′┿╆′┿』╄′╇ぅ»
14.45 ╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿
15.10, 17.50 ‶╄〈[¨╁╉┿, 38
15.25 〈/] «╋¨【╄′′╇╉╇»
16.30 ╁[┿』╇
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.50 〈/] «╋¨ぅ ╂[┿′╇『┿»
19.55 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «‶╄[╁┿ぅ ‶¨‶｠〈╉┿»
22.55 ╃/《 «‶╊┿]╇╃¨ ╃¨╋╇′╂¨. 

‶[¨╉╊ぅ〈を╄ ¨‶╄[｠»
00.20 》/《 «]〉╋╉┿ ╇′╉┿]-

]┿〈¨[┿»
02.00 》/《 «]╁┿╃を╀┿ ] ‶[╇-

╃┿′｠╋»
04.25 》/《 «ぅ, ]╊╄╃¨╁┿〈╄╊を...»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
11.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.05 》/《 «╋╄]〈を ‶〉【╇]〈｠》»
18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «‶¨╁╄╊╇〈╄╊を ╄╃｠»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
0 0 . 3 0  ] ╄ ╉ ]  ]  ┿ ′ 《 ╇ ] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 》/《 «╅╄′╇〈を╀┿ ╀┿╊を╆┿-

╋╇′¨╁┿»
14.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.45 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
17.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
17.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇ 
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «29 ‶┿╊を╋» 
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
01.05 》/《 «╂╊┿╆.  ╀╄]╉¨-

′╄』′¨]〈を»
02.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨» 
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
10.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «』╄[′｠╈ [｠『┿[を»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 2»
22.00, 03.00 «╅┿╃′¨]〈を»: 

«╁′╇╋┿′╇╄! [┿]‶[¨-
╃┿╅┿»

23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
00.00 》/《 «〉′╇╁╄[]┿╊を′｠╈ 

]¨╊╃┿〈 2: ╀[┿〈をぅ ‶¨ 
¨[〉╅╇ぃ»

02.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»

6.00 ╋/] «[¨]¨╋┿》┿ ╇ ╊ぃ╃╇ 
╇╉]»

6.55 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
7.00 ╋/] «]╉〉╀╇ ╃〉»
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00, 12.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
10.30 》/《 «‶┿[╉ ぃ[]╉¨╂¨ 

‶╄[╇¨╃┿»
13.30 ╋/] «]╄╋をぅ ‶¨』╄╋〉』╄╉»
14.00 ╋/] «ぅ]¨′ ╇ ╂╄[¨╇ 

¨╊╇╋‶┿»
14.30 ╋/] «╃╅〉╋┿′╃╅╇»
15.00 ╋/] «╉┿]‶╄[, ╉¨〈¨[｠╈ 

╅╇╁┱〈 ‶¨╃ ╉[｠【╄╈»
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 》/《 «╆┿〈╄[ぅ′′｠╈ ╋╇[. 

‶┿[╉ ぃ[]╉¨╂¨ ‶╄[╇¨-
╃┿ – 2»

00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»

5.20, 9.30, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «╂〉[╋ぁ»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 «』〈¨!»
14.40 «DE FACTO»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
16.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
16.35 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
17.10 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
18.30 〈/] «┿╋┿‶¨╊┿»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 «╋╄╃╁╄╅をぅ ¨》¨〈┿»
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 19 ÿíâàðÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 23.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]
10.00 “╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇”. ╃/]
10.30 ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈
11.00 «╉′╇╂┿»
11.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!»
12.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄) 
13.00 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
13.30 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
14.00, 19.15, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
14.30, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 

〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.45, 02.20 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を…» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.40 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
15.45, 01.20 ′. 》╇╉╋╄〈. «‶¨》╇】╄′′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を». 

]‶╄╉〈┿╉╊を 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨-
╂¨ 〈╄┿〈[┿ ╃[┿╋｠ ╇ ╉¨╋╄╃╇╇ ╇╋. ╉. 〈╇′-
』〉[╇′┿. 1-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 
ぅ╆｠╉╄)

17.00  』╄╋‶╇¨′┿〈 ╉》╊. «ぃ╂[┿» (》┿′〈｠-╋┿′-
]╇╈]╉) – «┿╉ ╀┿[]» (╉┿╆┿′を). 〈[┿′]╊ぅ『╇ぅ 
╇╆ 》┿′〈｠-╋┿′]╇╈]╉┿

20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» 
22.00 «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉». 〈/]
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
00.30 «┿′╂╄╊». ╃/《
02.45  ╋. ╋┿╊╇╉¨╁┿. «【┿╂ ╃¨ ╋〉╅╄]〈╁┿». 〈╄╊╄-

]‶╄╉〈┿╉╊を

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿»
22.20 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ. «╂┿╃┿-

′╇╄ ′┿ ╉¨《╄╈′¨╈ ╂〉】╄»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 〈/] «¨╀╋┿′╇ ╋╄′ぅ» 
00.40 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨╉〈¨[ ╃〉-

╊╇〈〈╊ 2»
02.15 〈[╇╊╊╄[ «╇ 〉 》¨╊╋¨╁ 

╄]〈を ╂╊┿╆┿»
04.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
17.55 〈/] «╁]┱ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «‶ぅ〈┿ぅ ╂[〉‶‶┿ 

╉[¨╁╇»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «〉╅╇′ ╁ 』╄〈｠[╄ 

[〉╉╇»
02.00 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
03.10 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

╃¨ 12.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠ 

12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13 . 30  〈 /]  «╋╄′〈¨╁]╉╇╄ 

╁¨╈′｠» 
15.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «ぁ[┿ ]〈[╄╊を『┿» 
18.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «‶┿〉〈╇′┿» 
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╆╁╄[¨╀¨╈» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «╀┿╊を╆┿╉¨╁]╉╇╈ 

╁¨╆[┿]〈, ╇╊╇ ╁]╄ ╋〉╅╇-
╉╇ - ]╁¨...» 

01.35 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
02.40 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
03.40 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!» 
04.10 〈/] «╋╄[〈╁｠╄ ╃¨ ╁¨]-

〈[╄╀¨╁┿′╇ぅ»

10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╁╄]′┿ ╋╇╉╄╊┿′-

╃╅╄╊¨», 1 ]╄[╇ぅ
12.15 ╊╄〈¨ ╂¨]‶¨╃′╄
12.45, 20.45, 23.00, 01.25, 02.40 

╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.20 》/《 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ╉′╇╂┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
1 6 . 1 0  〈 / ]  « ╁ ¨ ╊ 【 ╄ ╀ ′ ¨ ╄ 

╃╄[╄╁¨»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.45 [¨]]╇╈]╉╇╄ ╆╁╄╆╃｠ ╋╇-

[¨╁¨╈ ¨‶╄[｠
18.35 ╃/《 «╁┿]╉¨ ╃┿ ╂┿╋┿»
18.40 ╇]╉┿〈╄╊╇
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
22.15 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╁╄]′┿ ╋╇╉╄╊┿′-

╃╅╄╊¨», 2 ]╄[╇ぅ
01.55 ╇]╉┿〈╄╊╇

5.00 》/《 «]〈┿╊を′｠╄ 〈╄╊┿»
7.00, 20.00 «10 +» 
7.20 ╁╄]〈╇ ′┿]〈¨╊を′¨╂¨ 〈╄′-

′╇]┿
7.30, 19.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ-

′¨╈ ╉╊╇╋╇′¨╈»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠
15.45 ╀╇┿〈╊¨′. ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿
17.25 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
17.55 ╀¨╉]
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
20.55 》¨╉╉╄╈. ]╉┿ (]‶╀) - 

«╋╄〈┿╊╊〉[╂» (╋┿╂′╇〈¨-
╂¨[]╉) 

23.15 «′╄‶[╇╉┿]┿╄╋｠╄»
00.00, 03.25 ╁╄]〈╇.RU 
00.15, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «[╄╈〈╇′╂ 〈╇╋¨《╄ぅ ╀┿-

╅╄′¨╁┿» 
01.05, 04.55 TOP GEAR 
02.20, 03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ [┿╀¨〈｠ 
╃¨ 16.00

16.00 〈/] «╋¨【╄′′╇╉╇»
17.00 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 ‶╄〈[¨╁╉┿, 38
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.50 〈/] «╋¨ぅ ╂[┿′╇『┿»
19.55 ‶[¨╂′¨╆｠
20.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╂╊┿╁′¨╄ - 〉]‶╄〈を»
22.45 ╃/《 «‶╊┿]╇╃¨ ╃¨╋╇′╂¨. 

‶[¨╉╊ぅ〈を╄ ¨‶╄[｠»
23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.15 》/《 «』╄╉»
02.15 》/《 «]〈[╄╊╄『 ′╄‶[╇╉┿-

ぅ′′｠╈»
04.00 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉╇╈ 

╃╄╃〉【╉┿»
05.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿ ╃¨ 12.10
12.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.10 》/《 «‶¨╁╄╊╇〈╄╊を ╄╃｠»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╃′╄╁′╇╉╇ ′ぅ′╇»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
0 0 . 3 0  ] ╄ ╉ ]  ]  ┿ ′ 《 ╇ ] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «]‶╇]¨╉»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.20 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 ′¨╁¨]〈╇
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.50 ««╀╇╆′╄] ]╄╂¨╃′ぅ»
] 9.55 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
16.50 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
17.50 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
19.00 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.30 ′¨╁¨]〈╇
21.00 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉¨╄ ‶[╄-

]〈〉‶╊╄′╇╄»
23.00 ′¨╁¨]〈╇
23.30 «]〈╄′╃» 
00.10 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
01.05 》/《 «29 ‶┿╊を╋»
02.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
02.50 ′¨╁¨]〈╇
03.20 «]〈╄′╃»
03.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿ ′┿ ╉┿′┿╊╄ 
╃¨ 16.00

16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 2»
22.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»: 

«]‶╇]¨╉ ╋¨╅′¨ ‶[¨-
╃¨╊╅┿〈を»

23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
00.00 ╀¨╄╁╇╉ «〉′╇╁╄[]┿╊を′｠╈ 

]¨╊╃┿〈 3: ]′¨╁┿ ╁ ╃╄╊╄»
01.50 ┿╁〈¨[]╉┿ぅ ‶[¨╂[┿╋-

╋┿ ╋╇》┿╇╊┿ 〈〉╉╋┿』╄-
╁┿ «]〉╃を╀┿ 』╄╊¨╁╄╉┿»: 
«╊ぃ╀¨╁を ╆╊┿»

02.50 «[〉]]╉¨╄ ][╄╃]〈╁¨» 
]╄[╇┿╊

03.45 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»: 
«]‶╇]¨╉ ╋¨╅′¨ ‶[¨-
╃¨╊╅┿〈を»

‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿ ′┿ ╉┿′┿╊╄ 
╃¨ 16.00 

16.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ «‶┿[╉ ぃ[-

]╉¨╂¨ ‶╄[╇¨╃┿ - 3»
23.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 ╇′《¨[╋┿『╇¨′′¨-┿′┿-

╊╇〈╇』╄]╉┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ 
«╇′《¨╋┿′╇ぅ»

01.00 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈ ]╄[╇┿╊ 
«╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]╉┿〈╄╊╄»

02.40 ╃[┿╋╄╃╇ «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 
╉〉[]┿′〈｠»

04.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
04.35 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 〈/] «┿╋┿‶¨╊┿»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05 «╋╄╃╁╄╅をぅ ¨》¨〈┿»
17.10 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
18.30 〈/] «┿╋┿‶¨╊┿»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «[¨]]╇╈]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ. ′┿』┿╊¨»
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
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]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ. ゃ ′╀‶. 〈っか. 8-902-87-44-
311.
• おゃぇさすうさせ くぇ ょかうす. しさけお させししおけえ しっ-
きぬっ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
]′╇╋〉
• 1-2-3 おけきく. おゃ. 〈っか. 8-902-87-44-
311, 8-908-91-03-795.
• おけきくぇすせ, おゃぇさすうさせ, ょけき. 〈っか. 
8-902-87-44-311, 8-908-91-03-795.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ. 〈っか. 8-905-80-05-585. 
• 1-2-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈っか. 8-902-87-
44-311, 8-963-04-10-718.
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈っか. 8-908-90-
30-722. ][¨』′¨.
• 1-おけきく. おゃ., 2-おけきく. おゃ., ょけき, いっき. 
せつ-お. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• 2-おけきく. おゃ. せ/こ, くぇ ′╀‶, ぉにしすさにえ 
さぇしつっす. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• ょけき うかう いっきっかぬくにえ せつ-お. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• ょけき, いっき. せつ-お うかう きっくはの. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• 2-おけきく. おゃ. うかう さぇししきけすさの ゃぇさうぇく-
すに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 3-おけきく. おゃ., せ/こ, ]けゃっすしおうえ きおさく, 
うかう きっくはの. 〈っか. 8-904-38-34-454.

╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 2, 
+ おけきく. くぇ 2-おけきく. おゃ., せ/こ, (′╀‶). 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• 1-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 30, 
5/5, 33/18/7, くぇ 2-おけきく. おゃ. うかう こさけ-
ょぇき. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• ょけき, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, くぇ おゃ-させ + ょけ-
こかぇすぇ. 〈っか. 8-963-04-10-718. 
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6ぇ, きぇかけしっきっえおぇ, 
17, 4 き2, 3/4, おうさこ., つ/こ, ゃ おけき-すっ 
ょせて, ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ. 『. 740 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ┿お. ╉け-
さけかっゃぇ, 8, 11 き2, 5/5. 『. 680 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ┿お. ╉け-
さけかっゃぇ, 8, 17 き2, 5/5, ぉぇかおけく. 『. 900 
す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 15, き/し, 10 き2, 
2/2, つ/こ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 17, こ/き, 17,5 き2, 
2/2, おうさこうつ., つ/こ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• 2 おけきくぇすに, せか. ╋うさぇ, 2, 32 き2, 
4/5, かけょあうは, ういけか. 『. 1150 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 14, 
30/17/6, 1/2, ゅぇい, «たさせと.». 
『. 600 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ ゅ. 
╀っさひいけゃしおけき. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 30, 5/5, 33/18/7, 
おうさこうつ, ぉぇかおけく. 『. 1500 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.

2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 25, 2/5, せ/こ, 
51/29/7,8, おうさこ., かけょあうは. 『. 2000 す.さ. 
¨ぉきっく. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 43,7/29,9/6, 
2/5. 『. 1650 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-
311.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3ぇ, 2/4. 『. 1600 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
4/6, 93 き2 + かけょあうは 13 き2. 『. 3600 
す.さ. 〈っか. 8-912-24-59-989.
• きぇくしぇさょぇ, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 
6, し/こ, 78 き2, つ/こ. 『. 1967 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 7, «ぉさっあ.», 
54/38/6, 5/5, こぇくっかぬ, つ/こ. 『. 1900 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722. 
• せか. ┿お. ╉けさけかひゃぇ, 9, «ぉさっあ.», 
62/46/6, 2/5, こぇくっかぬ, しけしす. けすか. 
¨ぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 『. 2200 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 6, 57/40/7, 2/2, 
ぉさせし, つ/こ. 『. 1350 す. さ. [ぇししきけすさの 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-
454.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
しこっちこさけっおす, 118 き2, 2/6, おうさこうつ, 2 
かけょあうう, つ/こ. 『. 4600 す.さ. 〈っか. 8-908-
90-30-722.
• せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 60/38/8, 
1/5, おうさこ., けぉきっく, しけしす. たけさ. 『. 2100 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.

4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 14, せ/こ, 80/55/8, 1/5, 
こぇく., 2 ぉぇかおけくぇ いぇしすっおか., しすっおかけこぇおっす. 
『. 2720 す.さ. ╋っくはの くぇ 1 おけきく. おゃ. うかう 
いっき. せつ-お. 〈っか. 8-908-91-03-795.
╃けきぇ

• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, ぉぇくは, 
しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉさっゃっくつ., 51 き2, 2 おけきくぇすに + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 9 しけす. ゃ しけぉしす. 
『. 2400 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.  
• せか. 9 はくゃぇさは, 48 き2, ぉさっゃっくつ., ゅぇい, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 3950 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.   
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 15 しけす., 
ゃ しけぉしす. ょけき 26 き2, しおゃぇあうくぇ, ゃけょぇ ゃ 
ょけきっ, ぉぇくは, くぇょゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 1350 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, ぉさっゃっくつぇすにえ, けぉ-
くっしっく おうさこうつ., 43 き2, 2 おけきく. + おせた-
くは, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは しかうゃ., ゅぇさぇあ, 72 
き2, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ. きけあくけ こけょ ぇゃ-
すけしっさゃうし. 『. 2500 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけ-
ゃぇ, ぉさっゃっく., 30 き2 + かっすくうえ ょけきうお 
くぇ せつ-おっ し こっつおけえ (12 き2), ぉぇくは, 
11 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 2200 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉかぇゅけせしす., ょっさっゃ., 3 おけきく. + おせたくは, 
47 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 11,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., けぉきっく. 『. 3100 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• くけゃにえ, 2006 ゅ., せか. ╉. 『っすおうく, 
1-ねすぇあ., こっくけぉかけお, こかぇしす. けおくぇ, 
くけゃぇは ぉぇくは, けゃけと. はきぇ, 9 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., 2 こけょなっいょぇ お ょけきせ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
′っょけしすさけえ
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 60% ゅけすけゃくけしすう, 
こけょ おさにてっえ こっくけぉかけお, 2-ねすぇあくにえ, 16 
しけす. ゃ しけぉ., ゃけょぇ, ゅぇい, ちっくすさ. おぇくぇかういぇ-
ちうは. 『. 3300 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• おけすすっょあ (くっょけしすさけえ, ぉかけつくにえ), 
こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつくぇは, 
105 き2, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは. 
『. 2900 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.

]╃┿╋
• おけきくぇすせ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 
ょけき 10.
]′╇╋〉
• おゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき.
╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ. 
‶[¨╃┿╋
• くっあうかけっ こけきっとっくうっ (こけょゃぇか), 
せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 65 き2. 『. 1800 す.さ. 
╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ.
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 20,4 き2, 1/2, 
こぇくっかぬ. 『. 800 す.さ.
• せか. ╋うさぇ, 1, 3/5, おうさこうつ, S – 12,3 き2. 
『. 640 す.さ.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 
36, 14,5 き2, 1/2, こぇくっかぬ. 『. 700 す.さ.
• 2 おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ けす-
ょっか., 11ぇ, 3/3, こぇくっかぬ, おけきくぇすに: 7,3 
き2, 12,2 き2. 『. 840 す.さ.
• 2 おけきく. ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 
3, 2/5, 79,1/30,7, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
さっきけくす, しすっおかけこぇお. 『. 1300 す.さ. ╇かう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. うかう ょけき.
• おけきく. ゃ 2-おけきく. おゃ., こけし. ╋けくっす-
くにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 2/3, おうさこうつ, 18,6 
き2. 『. 350 す.さ.

• ゅ. ╁. ‶にてきぇ, こけし. ╉さぇしくにえ, ょっさっ-
ゃはくくにえ, 25,8 き2, 2 おけきくぇすに, おせたくは, 
ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい さは-
ょけき, せつ. 13 しけす. 『. 1610 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 『ゃっすけつ-
くぇは, 2-ねすぇあくにえ, 3 おけきくぇすに, 92 き2, 
ぉさせし, せすっこかうすっかぬ, しぇえょうくゅ, 2007 ゅ.こ., 
せつ-お 9,8 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 4100 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ, 41, あう-
かけえ ょけき 100 き2, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, けすけ-
こかっくうっ ぇゃすけくけきくけっ, し/せ ゃ ょけきっ, せつぇ-
しすけお 16,5 しけす. 『. 2300 す.さ.
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╉かせぉくぇは, ょけき 
ぉさっゃっくつぇすにえ + て/いぇかうゃくけえ ょけき, 
50,4/32,9/6, ょゃっ おけきくぇすに, ゅぇい, ゃけょぇ, 
し/せ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, せつぇしすけお 12 しけす. 
『. 2100 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 2-ねすぇあくにえ 
ょけき ぉっい ゃくせすさっくくっえ けすょっかおう, 9*10, 
おけききせくうおぇちうう さはょけき, せつ-お 15 しけす. 
『. 4560 す.さ.
• せか. ╁ぇさかぇおけゃぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
51,5/39/11, ゅぇい, ゃけょぇ, すっこかうちぇ, ゅぇ-
さぇあ くぇ ょゃっ きぇてうくに, せつぇしすけお 7 しけすけお 
さぇいさぇぉけすぇく. 『. 2900 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
42 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ, 6,69 しけす. 
いっきかう. 『. 1400 す.さ.
• せか. ╋けかけょひあくぇは, ょっさっゃはくくにえ, 
50,4/38 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 6,85 しけす. 
いっきかう. 『. 2060 す.さ.
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
52,9/38,2/8,7 き2, 3 おけきくぇすに, いっき. 
せつぇしすけお 6,28 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは. 
『. 2350 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃはくくにえ, あうかけえ, 
2000 ゅ. こけしすさけえおう, 72,5 き2 + きぇく-
しぇさょぇ, こっつ. けすけこかっくうっ, こっさしこっおすうゃぇ 
こけょおかのつっくうは ゅぇいぇ, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
くぇょゃけさくにっ こけしすさけえおう, 11,17 しけす., 
さぇいさぇぉけすぇく, ょけ ゃけょけひきぇ 600 き. 『. 
2100 す.さ. 
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, ぉさっゃっくつぇすにえ, 57 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 2 すっこかうちに, 12 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 2700 す.さ.
′っょけしすさけえ
• せか. ╉ぇかうくうくぇ, おけすすっょあ, S – 160 き2, 
2 ねすぇあぇ + きぇくしぇさょぇ, こっくけぉかけお こけょ 
おさにてっえ, いっきっかぬくにえ せつぇしすけお 7,9 しけす-
おう + ょっさっゃはくくにえ あうかけえ ょけき 30,5 き2, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき (すった. せしかけゃうは 
こけかせつっくに), ぉぇくは. 『. 2300 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, S – 200 き2, 2 ねすぇ-
あぇ + ちけおけかぬ, おうさこうつ, ゃけょぇ, ゅぇい, 10 
しけす., ゃけいきけあくぇ うこけすっおぇ. 『. 7000 す.さ. 
〈けさゅ.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 950 す.さ.
• ]‶¨ わ 126 "《ぇいっくょぇ", 7,68 しけす. 『. 
280 す.さ.
• せつ-お し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょに
• こ. 【うかけゃおぇ, おけか. しぇょ  わ8, いっき. 
せつ-お 2,4 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっすくうえ ゃけょけ-
こさけゃけょ, ょけき. 『. 330 す.さ.
• さぇえけく ╃¨]┿┿《, おけか. しぇょ  わ6, いっき. せつ. 
487 き2 ゃ しけぉしすゃ., しぇょけゃにえ ょけき うい ぉかけおけゃ 
22,9 き2, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 430 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, おけか. しぇょ  わ38, 4 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, ゃけょけひき, せつぇ-
しすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 850 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, ]‶¨ «《ぇ-
いっくょぇ» わ126, 744 き2, かっすくうえ ょけき 
う ぉぇくは うい ぉさせしぇ こけょ おさにてっえ, くっょけ-
しすさけえ, つ/こ. 『. 650 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, おけか. しぇょ, し/す 
«╋っょうお-2», せつ. 4 しけす., ょけき 30 き2, し きぇく-
しぇさょけえ, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 『. 700 す.さ.

′けゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
し/こ, 101 き2, 2/6, おうさこ., 2 かけょあうう, つ/こ. 
『. 4200 す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
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せか. ]すさけうすっかっえ, 4 
(“╀ういくっし-ちっくすさ”),

すっか. 4-37-97, 4-55-66;
せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6 «ぇ»,
すっか. 3-19-26, 3-25-13
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ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ,
せか. 【うかけゃしおぇは, 13-2.

〈っか. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

あ〈し
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1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, おうさこうつ, 
31,5/16/6, し/せ しけゃきっと., ぉ/ぉ. 
『. 1350 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 4/10, きおさく 
[ぇょせあくにえ, きけくけかうす., 35,9/16/10, 
し/せ しけゃきっとっく., こ/かけょあうは. 『. 1800 
す.さ.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 3, 5/5, 32,6/19,6/5,3, 
こぇくっかぬ, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1400 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 14, 2/5, おうさこうつ, 
48,3/28/8,5, せ/こ, おけきくぇすに ういけかうさけ-
ゃぇくくにっ, し/せ しけゃきっと., かけょあうは いぇしすっ-
おかっくぇ, すっかっそけく. 『. 2150 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 4/5, こぇ-
くっかぬ, 53,5/29,3/8,8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
こ/かけょあうは. 『. 2150 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 1/10, きけくけ-
かうす, きおさく [ぇょせあくにえ, 58,5/40/11, し/せ 
しけゃきっと., おけきくぇすに ういけかうさ., かけょあうは. 
『. 2470 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, 3/3, こぇ-
くっかぬ, 77,9/40,9/10, し/せ しけゃきっと., 8 き2, 
ぉ/ぉ, ょっさっゃ. しすっおかけこぇおっすに, さっきけくす, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ うい 3-おけきくぇすくけえ おゃ-
さに せいぇおけくっくぇ. 『. 2300 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 2/9, こぇくっかぬ, 
42,4/23,6/8,1, おけきくぇすに ういけかうさけゃぇくくにっ, 
し/せ しけゃきっとっく., かけょあうは. 『. 1900 す.さ.
• せか. ′けゃぇは, 16, 1/3, おうさこうつ, 
49,6/28,6/7,5, せ/こ, おけきくぇすに くぇ さぇい-
くにっ しすけさけくに, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 1550 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7, 
1/2, おうさこうつ, 29,7/22/5, おけきく. しきっあ-
くにっ, し/せ しけゃき. 『. 570 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 
1/2, 50,4/26/10, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
おけきく. ういけか., ぉ/ぉ. 『. 1200 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 《せさきぇくけゃぇ, 
111, 12/16, こぇくっかぬ, 64/40/9, ょゃぇ し/せ, 
ょゃっ かけょあうう. 『. 3600 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7ぇ, 3/6, おうさ-
こうつ, 58,1/36,1/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
おけきく. ういけかうさ., かけょあうは. 『. 2500 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, 2/5, おうさこうつ, 
57,9/36,8/7,5, し/せ さぇいょっかぬくにえ, おけきくぇ-
すに ういけかうさけゃぇくくにっ, ぉ/ぉ. 『. 2170 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 5/9, こぇくっかぬ, 
62,9/42/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 
いぇしすっおかっくぇ. 『. 2550 す.さ.
• せか. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 5, 3/5, こぇ-
くっかぬ, 51,5/37,7/6,3, し/せ さぇいょっかぬくにえ. 
『. 2200 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, つ/こ, 3/5, おうさこ., 
83,7/47,7/9, しけゃきっとっくぇ 1-おけきく. う 
2-おけきく. おゃぇさすうさに, 2 し/せ (1 し ょせてっ-
ゃけえ, 2-え し ゃぇくくけえ), ぉぇかおけく, かけょあうは. 
『. 3600 す.さ.
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 4, 2/2, ょっさっゃけ, 
53,3/37,7/6, し/せ, ゅぇい, たけか. ゃけょぇ, ゃぇく-
くに くっす. 〈けさゅ. 『. 1100 す.さ.
• せか. 』ぇこぇっゃぇ, 36, 1/3, おうさこうつ, 
77,5/46/10, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ., 
すっかっそけく, ゃにしけすぇ こけすけかおけゃ 3,20 き. 
『. 2200 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 8/9, こぇくっかぬ, 
せ/こ, 63,6/41/8, し/せ さぇいょ., かけょあうは, 
すっかっそけく. 『. 2480 す.さ.
╃けきぇ
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶さけっいあぇは, 
55ぇ, ょっさっゃはく., 36/27/6, 3 おけきくぇすに 
ういけかうさ., おせたくは, ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
せつぇしすけお 9,12 しけす. さぇいさぇぉけすぇく, つ/こ. 
『. 3100 す.さ.
• せか. ╂けさくはおけゃ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 55 
き2, 4 おけきくぇすに, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ, せつ. 9 しけす. 『. 3100 す.さ.

〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 25, 2/5, せ/こ, 
51/29/7,8, おうさこ., かけょあうは. 『. 2000 す.さ. 
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〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 

Р Ы Н О К
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]さけつくけ おせこかの
1-おけきく. おゃぇさすうさせ.

〈っか. 8-908-91-03-795

′っょゃうあうきけしすぬ くぇ 
╉うこさっ けす 

いぇしすさけえとうおぇ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.

╆っき. せつ-おう こけょ ╇╅] う 
ょぇつくけっ しすさけうす-ゃけ

 けす 400 す.さ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.

〉つぇしすおう
• いっき. せつ-お  し ゃっすたうき ょけきけき, 24 しけす. 
ゃ しけぉしす., こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• いっき. せつ-おう こけょ ╇╅] う ょぇつくけっ しすさけうす-
ゃけ けす 400 す.さ. 〈っか. 8-912-24-59-989.
]ぇょに
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, いっしぇょ わ36, 3,5 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., ょけき 21 き2, さはょけき さっおぇ. 
『. 530 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• こ. 【うかけゃおぇ, しぇょ わ34, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに. 『. 670 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• しぇょ ゃ お/し «′うゃぇ», 4,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
ょけきうお 2-ねす., おけかけょっち, ねか-ゃけ. 『. 450 
す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020. 
• さ-く «』うしすにっ こさせょに», しぇょ ゃ おけか. 
しぇょせ わ77, «]けかくっつくにえ»,  6 しけす., 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, くぇしぇあょっくうは. 『. 450 す.さ. 
〈っか. 8-908-91-03-795.
• しぇょ «╃ぇつくうお», ょけきうお 12 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき かっし, ゃけょけひき. 『. 300 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ «╃ぇつくうお», ょけきうお 12 き2, 8 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき ゃけょけひき. 『. 150 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ. せつ-お,  2-けえ おぇさぬっさ, ょっさっゃ. 
2-ねすぇあ. ょけき, 2 おけきく., おせたくは, 5 しけす, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゃにたけょ お ゃけょっ. 『. 800 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
╂ぇさぇあう
• いぇ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお», 24 き2, ねか-
ゃけ, けゃけと. はきぇ しせたぇは. 『. 140 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• おぇこ. ゅぇさぇあ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, せか. ]っさけ-
ゃぇ, けたさぇくぇ, ねか-ゃけ. 25 き2. 〈っか. 8-908-
91-03-795.
• さ-く ちっくすさぇ, せか. ╊っくうくぇ, いぇ き-くけき 
«】せおぇさぬ», 20,5 き2, ねか-ゃけ, けすけこか., けたさぇ-
くぇ. 『. 200 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 39,2 き2. 『. 1400 す.さ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 120,2 き2, けすょっかぬくにえ 
ゃたけょ. 〈っか. 8-912-24-59-989.

′けゃにえ けそうし, 37 き2, 2 おけきくぇすに. 
『. 1850 す.さ.

〈っか. 8-912-24-59-989.



]′╇╋〉
• 1-おけきく. おゃ., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
╉〉‶╊ぃ
• 1-2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• ょけき うかう こさっょかけあせ ゃぇさうぇくすに けぉきっ-
くぇ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• しぇょ, いっき. せつぇしすおう. 〈っか. 8-922-13-18-399.
╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ. ゃ ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅっ, 
‶うけくっさしおうえ こけしひかけお, せか. ╃ぇくうかに 
╆ゃっさっゃぇ, 28, 8/9, 32/14/7, くぇ 1-おけきく. 
おゃ. ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき + ょけこかぇすぇ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• 1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 
おうさこうつ, 3/5, ょけき こけしかっ おぇこ. さっきけく-
すぇ, 31/18/6, くぇ いっき. せつ-お ゃ ちっくすさっ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ, きけあくけ し ょけきうおけき. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• ょゃっ おけきく., 18,5 う 13 き2, 4/5 くぇ 
2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
•  おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけと. けすょ., 19 
き2, くぇ いっき. せつ-お ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, ゃ ょっさっゃ. 
ょけきっ, 14 き2, おけさうょ. しうしすっきぇ. 『. 490 
す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• ¨ゃけとくけっ けすょ., 12, おけきくぇすせ ゃ 
3-おけきく. おゃ., 19 き2, 1/3, し ぉぇかおけくけき. 
『. 760 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇ-
さうくぇ, 15/4, 9/9, 22,5 き2. 『. 1 きかく.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22ぇ, 
おうさこ., 2/5, けすょ. ゃたけょ, 28 き2, しすっおかけこぇおっ-
すに, しけしす. たけさけてっっ, ゅぇい. おけかけくおぇ. 『. 1050 
す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.

╉せこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく
かのぉけえ しかけあくけしすう.

‶さうゃぇすういぇちうは いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ.

╉けきくぇすぇ, こけし. ]すぇさけこにて-
きうくしお, せか. ╋っすぇかかうしすけゃ, 10, 
2/2, ょっさっゃ., 11,6 き2. 『. 350 す.さ. 
〈っか. 8-953-00-35-491.

]╃┿╋ 
• 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 
たけさ. さっきけくす.
• こけきっとっくうっ こけょ けそうし, せか. ╉けしにた, 
5, 22 き2.
• こさけういゃけょしすゃっくくけっ こけきっとっくうっ, 
300 き2, さ-く 『っくすさぇ.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに
• おけきくぇすに ゃ けぉとっあうすうう, せか. ╋うさぇ, 2, 
5/5, 21,8 き2, しきっあくにっ, ぉぇかおけく, しゃけは 
おせたくは, しゃけは おかぇょけゃおぇ. 『. 850 す.さ.
• ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 
6/9, 14 き2, たけさ. さっきけくす. 『. 850 す.さ. 
• おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 
36, 2/3, 20 き2, しけしす. たけさ. 『. 800 す.さ.
• おけきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃ-
しおぇは, 5, おうさこ., S – 14,4 き2, 3/3. 『. 
850 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 16, せ/こ, 
3/3, こぇくっかぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, S 
– 33/18/9, しけしすけはくうっ けすかうつくけっ. 『. 
1400 す.さ.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 4/4, おうさこ., 
S – 31/20/6, ぉっい ぉぇかおけくぇ. 『. 1150 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 4, おうさこ., 4/4, 
42/27/6, こっさっこかぇくうさけゃおぇ せいぇおけくっ-
くぇ, たけさ. しけしす., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1650 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 22, 2/5, せ/こ, S – 
49/29/8, こけかせかけょあうは, しすっおかけこぇおっ-
すに. 『. 2150 す.さ.
• せか. ┿くせつうくぇ, 3, 41/26/6, 4/4, おけきく. 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 1650 す.さ. ╇かう きっくはの 
くぇ 1-おけきく. おゃ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2, 9/9, 42/27/9, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ, ゃ けすか. しけしすけはくうう. 
『. 1900 す.さ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 5, 40/32/8, 1/2, 
ぉぇかおけく. 『. 1520 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, せ/こ , 63/42/8, 1/9, 
かけょあ. いぇしす. 『. 2350 す. さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23ぇ, せ/こ, 2/3, おうさこうつ, 66 き2, ぉぇかおけく, 
しゃけは こぇさおけゃおぇ. 『. 2350 す.さ.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 7, せ/こ, 5/5, 
63/42/8. 『. 2550 す.さ.
• ]こけさすうゃくぇは, 2, おうさこうつ, 2/9, 
74/46/10,5, っゃさけさっきけくす, しこっちこさけっおす,  
2 ぉぇかおけくぇ. 『. 3200 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, せ/こ, こぇくっかぬ, 
4/9, かけょあうは, 80/55/8, っゃさけさっきけくす. 
『. 3500 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, こぇくっかぬ, 4/5, 
75/55/6,5, ゃしっ おけきく. ういけかうさ. 
『. 2650 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ 
2-おけきく. おゃ. せ/こ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 1/5, 73/52/6, ゃしっ 
おけきくぇすに ういけかうさけゃぇくに. 『. 2350 す.さ.

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ
くっょゃうあうきけしすう,

ゃ すけき つうしかっ けぉくぇかうつうゃぇくうっ 
しっさすうそうおぇすけゃ, さぇぉけすぇ し 

きぇすっさうくしおうき おぇこうすぇかけき. 
╉けくしせかぬすぇちうう ぉっしこかぇすくけ.

╃けきぇ

• せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, くけゃにえ, ょっさっゃ., 54 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ, くけゃぇは ぉぇくは, ゃに-
ゅさっぉくぇは はきぇ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 3200 す.さ.
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, 2 おけきくぇすに, おせたくは, 
こさうしすさけえ (おうさこうつ), ゅぇい, ゃけょぇ, ゃぇくくぇは, 
6 しけす. 『. 2000 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉくぇは, ょっ-
さっゃ., ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 13 しけす., せつ-お 
てうさけおうえ, せょけぉっく ょかは しすさけうすっかぬしすゃぇ, 
せかうちぇ ぇしそぇかぬすうさけゃぇくぇ. 『. 3000 す.さ.
• せか. 【おけかぬくうおけゃ, 35 き2, ゅぇい, ゃけょぇ ゃ 
ょけきっ, 12 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 1800 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ‶うけくっさしおぇは (ゅけすけゃくけしすぬ 80%), 
S – 500 き2, こけょゃぇか, ゅぇい, ゃけょぇ, ねかっお-
すさうつっしすゃけ 380 ╁, ゃにゅさっぉくぇは はきぇ.
》けい. ぉかけお: S – 150 き2, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ 4た6, ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは ゅけしすっゃぇは 
おゃぇさすうさぇ (ゅけすけゃぇは お こさけあうゃぇくうの), 
ぉぇくは, 13,8 しけすけお ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 18000 す.さ.
• せか. ╃けぉさけかのぉけゃぇ, おうさこうつ, 3 ねすぇあぇ 
+ ちけおけかぬ, 260 き2, 2 しぇく. せいかぇ, すっ-
こかにっ こけかに, いうきくうえ しぇょ, ぉぇくは 4た5, 
ゅぇさぇあ くぇ 2 ぇゃすけ, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, しゃけは ねかっお-
すさけしすぇくちうは. 『. 12500 す.さ.
]ぇょに
• ゅ. ╁. ‶にてきぇ, ]〈 «‶さうけいっさくにえ», 4 
しけす., ょけき 2 ねすぇあぇ, ねか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 
すっこかうちぇ. 『. 500 す.さ.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ3, ょけき てかぇ-
おけいぇかうゃくけえ, ぉっい ゃくせすさ. けすょっかおう, 40 
き2, 4 しけす. いっきかう. 『. 250 す.さ.
• こ. 【うかけゃしおうえ, お/し わ8, 4,5 し.い., 
あうかけえ ょけき うい ぉさせしぇ, 2 ねす., 48 き2, 
こっつくけっ けすけこかっくうっ, ぉぇくは 2た4, ぉさせし, 
2 すっこかうちに, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, ゅぇい-ぉぇかかけく. 
『. 1500 す.さ. 〈けさゅ.
〉つぇしすおう
• こけし. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさ. ょけき 24 き2, けすけこか. こっつくけっ, ねか-
ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 15,4 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 1500 す.さ. 〈¨[╂.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 8 しけす. いっきかう. 『. 750 す.さ.
• さ-く ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. 】けさしぇ, 6 
しけす. いっきかう. 『. 1500 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╆ぇさっつくぇは, 12 しけ-
すけお ゃ しけぉしす. 『. 900 す.さ.
• せか. ╆うきくはは, くっょけしすさけえ, S – 9た15 
き2, ちけお. ねす., こっさっおさにす こかうすぇきう, 10,5 
しけす. ゃ しけぉ-すう, おけききせくうお. こけ せかうちっ. 
『. 2900 す.さ. ╇かう きっくはの.

]さけつくにえ ゃにおせこ 1-2-おけきく. おゃ., 
ぉにしすさにえ さぇしつっす. 

〈っか. 8-902-26-24-408.

╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ けぉきっく.
• 2-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ′╀‶.
• 3-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ちっくすさ.
‶[¨╃┿╋
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╉けしにた, 6,  1/5, 52/38/6. 『. 2000 す.さ.
╃けきぇ
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╊っくうくぇ, ょっさ., 59 
き2, 3 おけきく, おせたくは (ゅぇい, ゃけょぇ, けすけこか.). 
[ぇししきけすさの けぉきっく くぇ 3-おけきく. おゃ. し 
くぇてっえ ょけこかぇすけえ うかう こさけょぇき いぇ 2 
きかく. させぉ.
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, て./いぇか., 68 き2, 
3 おけきく., おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, けすけこか., 
ぉぇくは, せつ-お 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., さぇし-
しきけすさの けぉきっく. 『. 3100 す.さ.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, ぉさせし, 80 き2, 3 おけき-
くぇすに, おせたくは, ぉぇくは,  せつ-お 13 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく. 『. 3600 す.さ.

せか. ┿くせつうくぇ, ょけき 2 
すっか. 4-12-36,

89049894877, 89506565476, 
89222123024, 89533861537

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «『╄′〈[»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 6ぇ,
けそうし 3.

〈っか. 4-91-29,
8-912-29-64-607

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 1 
すっか. 4-11-45, 3-48-95

ÎÎÎ ”ÊÎÌÔÎÐÒ”

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ くっょゃうあうきけ-
しすう: おせこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく,
 ぉっしこかぇすくにっ おけくしせかぬすぇちうう, 

せしかせゅう くっいぇゃうしうきけゅけ けちっくとうおぇ.

╉けすすっょあう
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, こ./ぉか., けぉかうちけゃぇく 
おうさこうつけき, 140 き2, ぉぇくは, きぇしすっさしおぇは.  
〉つ-お 10 しけす. ゃ しけぉしすゃっく. 
『. 7 きかく. させぉ. 〈けさゅ. ¨ぉきっく.
• せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 175 き2, せつ-お 
8 しけす. ゃ しけぉ. 『. 5800 す.さ. 〈けさゅ. [ぇし-
しきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
•  せか. ╆っきかはくうつくぇは, おうさこうつ, 3 ねす., S – 
600 き2, せつ-お 15 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 
『. 16 きかく. させぉ. 〈けさゅ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさす., わ 31, 8,5 しけす., おうさこ. 
ょけき 30 き2, くけゃぇは ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 
ょゃっ すっこかうちに. ‶け せつぇしすおせ こさけすっおぇっす 
さ. ‶にてきぇ. 『. 1300 す.さ. [ぇししきけすさの 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. し くぇてっえ ょけ-
こかぇすけえ.
• こ. 【うかけゃおぇ, 5,5 しけす., かっすくうえ ょけ-
きうお,  ぉさっゃ. ぉぇくは, すっこかうちぇ. [はょけき 
きっしすけ ょかは おせこぇくうは. 『. 800 す.さ. 〈けさゅ. 
¨ぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ おゃぇさすうさっ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, 
3た6. 『. 120 す.さ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, けゃけとく. はきぇ. 
『. 130 す.さ.
′っょけしすさけえ
• せか. ‶っしけつくぇは, 240 き2, こっくけぉかけお/
おうさこうつ, せつ-お 9 しけす. 『. 4500 す.さ.

• ¨ゃけとくけっ けすょ., 8, 2/2, おうさこ., 
29/15,5/7,5, しすっおかけこぇおっす, しぇくせいっか しけ-
ゃきっと. 『. 1050 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-
399.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 14, 2/5. 『. 1450 す.さ. 
〈っか. 8-922-13-18-399.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 3/9, せ/こ, 
42/24/9, かけょあ. 『. 1950 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すさけうすっかっえ, 4, 2/2, 
おうさこうつ, 48/33/6, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4, 1/5, せ/こ, こ/
かけょあうは, 49/30/8,5. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ]ゃけぉけょに, 5, ょっさっゃ., 
ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, 1/2, 41/24/7, しけ-
しすけはくうっ たけさけてっっ + しぇさぇえ. 『. 800 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703. 
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, 40 き2, 
ょっさっゃけ, せか. ‶けつすけゃぇは, 2, 2/2, こっつ. けすけこか. 
『. 350 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, 1/5, おうさこうつ, 
45/30/6, おけきく. ういけか., しけしす. けすか., しすっおかけ-
こぇお., し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけくぇ, つ/こ. 『. 
2000 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703. 
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. ╀せかぇくぇて, 75/48/11, こ/き, ょけき 
おぇきっくくにえ, 1/2. 『. 750 す.さ. 〈っか. 8-953-
00-35-491.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 4/5, しけしす. 
くけさき., しすっおかけこぇおっす, かけょあうは いぇしすっおか., 
63/40/9. 『. 2450 す.さ. 〈っか. 8-922-13-
18-399.
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, せか. ‶け-
つすけゃぇは, 2, 51 き2, 1/2, ょっさっゃけ, こっつ. けすけこか. 
『. 450 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 9/9, しけしす. けすか., 
っゃさけけおくぇ, ゃしすさけっく. おせたくは, 80/54/10, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ せいぇおけくっくぇ. 『. 4200 
す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
╃けきぇ
• せか. 】けさしぇ, ょっさっゃ. けすょっかおぇ しぇえ-
ょうくゅ, 62,5 き2, 2 おけきく. + おせたくは, ょせて. 
おぇぉうくぇ, けおくぇ - しすっおかけこぇおっすに, ゃしっ 
おけききせくうお. ゃ ょけきっ, 6 しけす. いっきかう, くぇ 
せつぇしすおっ ぉかぇゅけせしすさ. ゅけしすっゃけえ ょけきうお 
28 き2 う ぉぇくは. 『. 3 きかく. させぉ. 〈っか. 
8-953-00-35-491.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っしくぇは, ょっさっゃ., 
22 き2, 18,5 しけす. 『. 1250 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• ゅ. ╀けゅょぇくけゃうつ, せか. ╉さぇしくけぇさきっえ-
しおぇは, てかぇおけぉかけお, ぉかぇゅけせしすさ., 3 おけき-
くぇすに + おせたくは, こけすけかおう 3 き, 12 しけす., 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 2 きかく.さ. [ぇししきけすさうき 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈けさゅ せきっしすっく. 
〈っか. 8-953-00-35-491.
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 3 
おけきく. + おせたくは, ゃにしけおうっ こけすけかおう, ゅぇい, 
ゃけょぇ, せょけぉしすゃぇ ゃ ょけきっ, しかうゃ. 〉つぇしすけお 
6 しけす. 『. 2300 す.さ. 〈けさゅ, ゃけいきけあっく 
けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, ょっさっゃ., 60 き2, 3 
おけき. + おせたくは, ゃけょぇ う ゅぇい ゃ ょけきっ, 20 
しけす. 『. 3150 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-
399, 8-912-64-98-029.
• 1/

2
 ょけきぇ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 1 お + 

おせたくは, ょっさっゃ., くけゃにっ ぉぇくは う ゅぇさぇあ, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 8 しけす. 
『. 1300 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• 1/

2
 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. 8 ╋ぇさすぇ, 

16 しけす., 30 き2, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ. 『. 750 
す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• 1/

2
 ょけきぇ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. [せょくうつ-

くぇは, ょっさっゃ., 86 ゅ. こけしすさけえおう, 2 ねすぇあ 
くっょけしすさ., こっつく. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 15 しけす., 
7 ゃ しけぉしすゃ. 『. 900 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, ょっ-
さっゃはく., けぉかけあっく おうさこ., 1 ねすぇあ 100 
き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇゅけせしすさけ-
っく., ゅぇい ゃ 2010 ゅ., ゅけしすっゃけえ ょけきうお, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 15 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 4200 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 50 き2, 2 
おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ しけ-
ゃきっと., しすっおかけこぇお., 7 しけす., ぉぇくは, くぇょ-
ゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 2550 す.さ. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.

• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, 
30/20/10, ょっさっゃ., 2 おけきく. + おせたくは, 
こっつ. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, 12 しけす., ぉぇくは, 
いぇ いぇぉけさけき こさせょ, ぇしそぇかぬす ょけ ょけきぇ. 
『. 900 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. 【ぇたすっさけゃ, ぉかぇゅ., くけゃにえ, ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., 6 しけす., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 
ょけき し きっくぬて. こかけとぇょぬの. 
『. 2550 す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 2- ねすぇあ., 
1 ねす. おうさこうつ 20 き2 + ゃっさぇくょぇ, 2 ねす. ょっ-
さっゃ. 20 き2, こっつく. けすけこか., 12 しけす., ぉぇくは, 
ゃしっ こけしすさけえおう くけゃにっ. 
『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╉けすすっょあう
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 140 き2, 2 ねすぇあぇ, 
ぉかけお けすょ. けゅくっせこけさく. おうさこ., こけかくけ-
しすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく う ゅけすけゃ お こさけあうゃぇ-
くうの, 13 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは, すっこかうちぇ. 
『. 6700 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ぉかけお, 180 き2, 
2 ねすぇあぇ, ぉかぇゅけせしすさ., 10 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 
『. 6500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ぉかけお, 2 ねすぇあぇ, 110 
き2, ぉかぇゅ., ぉぇくは, 6 しけす., ゃしっ ゃ しけぉしすゃ., 
かぇくょてぇそす. ょうい., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 
『. 6000 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 107 き2,                
おうさこうつ, あ/ぉ こっさっおさにすうは, こけょゃぇかぬくけっ 
こけきっとっくうっ こけょ ゃしっき ょけきけき. 『. 7500 
す.さ. ¨ぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
]ぇょに
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ17, しぇょ. せつぇ-
しすけお, 2,5 しけすおう, さぇいさぇぉけすぇく, っしすぬ 
すっこかうちぇ う しぇさぇえ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• しぇょ «』っさっきてぇくおぇ», 12 しけすけお, ょけき 
ぉさせし. いうきくうえ, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく, 
くぇ せつぇしすおっ ぉぇししっえく う こぇさくうおう, さは-
ょけき かっし. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-912-64-
98-029.
• 44 おゃぇさすぇか, しぇょ こかけょけくけしはとうえ, 
5,7 しけすけお, せ ゃけょに, ょけさけゅぇ たけさけてぇは. 
『. 550 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.  
• さ-く 【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, おけか. しぇょ 
ゃ ゅけさけょしお. つっさすっ, 4,7 しけす. [ぇいさぇ-
ぉけすぇくくにえ, こかけょけくけしはとうえ, ぉぇくは, 
おけきく. けすょにたぇ し ぉぇかおけくけき, ぉっしっょおぇ, 
すっこかうちぇ, ゃけょぇ, しゃっす, けすょ. ゃたけょ, くぇ-
おけこうす. っきおけしすぬ ょかは こけかうゃぇ. 『. 500 
す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, お/し わ62, ょけき かっすくうえ, 
2 ねすぇあぇ, 10 しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ゃけょぇ, 
ねか-ゃけ, ゃけょけっき う かっし くぇ ゅさぇくうちっ せつ-
おぇ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• 44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃ. ょけき, 2 ねすぇあぇ, 
こっつ. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, すっこかう-
ちぇ, こかけょけくけしはとうえ しぇょ, 5 しけす., かっし 
う さっおぇ さはょけき, つ/こ. 『. 1000 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• こ. 【うかけゃおぇ, お/し わ89 «′うゃぇ», 
ょっさっゃ. 2-ねす. ょけき, ぉぇくは, しおゃぇあう-
くぇ, ゃけいきけあくけしすぬ こさけこうしおう, こっさ-
しこっおすうゃぇ ゅぇいぇ, 6 しけす., さはょけき かっし, 
ゃけょけっき. 『. 950 す.さ. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ10, せ-お せゅけか 
〈せこうおけゃけえ, ょけきうお し こっつくにき けすけこかっ-
くうっき, いっきかは さぇいさぇぉけすぇくぇ. 『. 600 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• 44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, 1 おうさこ., 2 
ょっさっゃけ, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 8 しけす., せ かっしぇ. 
『. 1050 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けかくっつくぇは, 10 
しけす. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 8-902-26-24-408.
• 44 おゃぇさすぇか, ねかうす. しぇょ. せつぇしすけお, あう-
ゃけこうしくけっ きっしすけ, 10 しけす. 『. 700 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╃させあうくくう-
おけゃ, 17, 8 しけす., そせくょぇきっくす, ゃしっ おけき-
きせくうおぇちうう. 『. 1700 す.さ. ╇かう けぉきっく 
くぇ 2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-953-00-35-491.  
〈¨[╂.
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╀かぇゅけょぇすくにえ, 10 
しけす., くっ さぇいさぇぉけすぇく. 『. 350 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
╂ぇさぇあう
• せか. ]すさけうすっかっえ, ゃ さ-くっ さにくおぇ. 〈っか. 
8-902-26-24-408.
• ぉけおし いぇ すせぉょうしこぇくしっさけき, おぇこう-
すぇかぬくにえ, 29 き2, ねか-ゃけ. 『. 350 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-24-408.
• 2 ゅぇさぇあく. ぉけおしぇ, こけ 30 き2 おぇあょにえ, 
ゃにしけおうっ, けゃけとく. はきに, うい ぉっすけくぇ, 2 
ゃなっいょぇ, しゃっす. 『.: 180 す.さ. う 240 す.さ. 
〈っか. 8-912-64-98-029.

¨ちっくおぇ くっょゃうあうきけしすう, 
ゅけすけゃくけしすぬ 1 ょっくぬ. 

〈っか. 8-912-26-70-758.

′¨╁¨]〈[¨╈╉╇
せか. ]こけさすうゃくぇは, 8
1-おけきく. おゃ., 36/16/10, おうさこ., 7/9, 
かけょあ. 『. 1325 す.さ.

1-おけきく. おゃ., 38/18/8,5, おうさこ., 
7/9, かけょあ. 『. 1335 す.さ.

2-おけきく. おゃ., 55/28/10, おうさこ., 6/9, 
かけょあ. 『. 1980 す.さ.

3-おけきく. おゃ., 73/44/12, おうさこ., 9/9, 
かけょあ. 『. 2629 す.さ.

せか. ]けかくっつくぇは, くけゃにえ うい 
ぉさせしぇ, 231 き2, ちけおけかぬくにえ 
ねすぇあ こっさっおさにす  こかうすぇきう 100 
き2, ゃにしけすぇ こけょゃぇかぇ 3,5 き, ゅぇい, 
ゃけょぇ, けおくぇ こかぇしすうお+ょっさっゃけ, 
こけか いぇかうゃくけえ, ね/ね-380╁, おさにてぇ 
きっすぇかかけこさけそうかぬ. 18 しけす. いっきかう, 
ぉぇくは. 『. 4200 す.さ. ][¨』′¨!
〈っか. 8-912-26-70-758.
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╉ くぇき こけしすせこうかけ ぉけかっっ 11 すにしはつ こうしっき し こさけしぬぉぇきう こけゃすけさくけゅけ こさけゃっょっくうは ゃにしすぇゃおう «〈さぇゃに ぇかすぇは». 〈っこっさぬ せ くぇし こけはゃうかぇしぬ ゃけいきけあ-
くけしすぬ ぇぉしけかのすくけ ぉっしこかぇすくけえ ょけしすぇゃおう こけ けぉかぇしすう けす けょくけえ ぉせすにかおう. 〈っかっそけく 8 (3842) 67-02-62.

╉さぇしくぇは とっすおぇ う ╉さぇしくにえ おけさっくぬ はゃかはのすしは ねくょっきうおぇきう ┿かすぇは, すけ っしすぬ こさけういさぇしすぇのす すけかぬおけ いょっしぬ う ぉけかぬてっ くうゅょっ ゃ きうさっ. ╇い ゃしった ういゃっしすくにた ゃ くぇしすけはとっっ 
ゃさっきは さぇしすっくうえ (う こさっこぇさぇすけゃ きっょうちうくしおけゅけ くぇいくぇつっくうは) うきっくくけ けくう けぉかぇょぇのす けょくうきう うい かせつてうた うきせくくにき う ぇょぇこすけゅっくくにき しゃけえしすゃぇきう ょかは つっかけゃっおぇ.

╉さぇしくぇは とっすおぇ うしこけかぬいせっすしは あっくとうくぇきう ょかは こけかくけゅけ ういかっつっくうは きぇしすけこぇすうう, きうけきに きぇすおう, ねさけいうえ, おうしすに, ねくょけきっすさうけいけゃ, ぉけかっいくっくくにた う くっさっゅせかはさくにた 
きっしはつくにた ちうおかけゃ, けこせたけかっえ さぇいかうつくけえ ねすうけかけゅうう. ╉さぇしくぇは とっすおぇ けぉかぇょぇっす ゃにさぇあっくくにき おさけゃけけしすぇくぇゃかうゃぇのとうき う きはゅおうき すけくういうさせのとうき ょっえしすゃうっき, しくう-
きぇっす しこぇいきに しけしせょけゃ ゅけかけゃくけゅけ きけいゅぇ (こさっょこけつすうすっかぬくっっ くけけすさけこうかぇ, うきっのとっゅけ さはょ こさけすうゃけこけおぇいぇくうえ). 『っくぇ ぉっい しおうょおう いぇ 3 おせさしぇ – 1190 させぉかっえ.

╉さぇしくにえ おけさっくぬ こさうきっくはっすしは ょかは かっつっくうは ぇすっさけしおかっさけいぇ, ぇくっきうう, かっえおけいけゃ, ぇかかっさゅうう, ぇしすきに, すせぉっさおせかっいぇ, こくっゃきけくうう, ぉけかっいくっえ しっさょちぇ, あっかせょおぇ, 
こっつっくう, こけつっお, しっかっいっくおう, けすっおけゃ, ゃけょはくおう, ちうくゅう, ょうぇぉっすぇ, こさう けこせとっくうう けさゅぇくけゃ (けす くぇょしぇょに), いぇぉけかっゃぇくうはた きけつっゃけゅけ こせいにさは, こさけしすぇすうすぇ, ぇょっくけきに う 
きくけゅけゅけ ょさせゅけゅけ. 『っくぇ ぉっい しおうょおう いぇ 3 おせさしぇ – 1150 させぉかっえ.

]ぇぉっかぬくうお こさうきっくはのす こさう けぉとっき けつうとっくうう けさゅぇくういきぇ, けつうとっくうう おさけゃう う かうきそに; こさう ぇさすさけいっ, ぇさすさうすっ, さぇょうおせかうすっ, こけかうぇさすさうすっ, さっゃきぇすういきっ, こけょぇゅさっ, 
けすかけあっくうう しけかっえ; こさう ぇぉしちっししぇた, そせさせくおせかぇた, そかっゅきけくぇた, ゅくけえくにた さぇくぇた, おさけゃけすっつっくうはた, せてうぉぇた; こさう ぉけかはた くっゃさぇかゅうつっしおけゅけ たぇさぇおすっさぇ, いせぉくけえ ぉけかう; 
こさう ぇくゅうくっ, ゅさうここっ, こさけしすせょくにた いぇぉけかっゃぇくうはた, すけくいうかうすぇた, しすけきぇすうすぇた, さぇいさにたかっくうう ょっしっく; こさう ゅうくっおけかけゅうつっしおうた いぇぉけかっゃぇくうはた; こさう ぉけかっいくはた こっつっくう う 
あっかつくけゅけ こせいにさは; こさう あっかせょけつくけ-おうてっつくにた いぇぉけかっゃぇくうはた: ゅぇしすさうすっ, はいゃっ あっかせょおぇ, ゅっきけささけっ, こけくけしぇた; こさう くぇさせてっくうう けぉきっくぇ ゃっとっしすゃ, ぇゃうすぇきうくけいっ; こさう 
すせぉっさおせかっいっ かっゅおうた; こさう すさけきぉけそかっぉうすぇた, かうきそけゅさぇくせかっいっ, かうきそけしぇさおけきっ, かっえおけいぇた, かうきそけゅさぇくせかっきぇすけいっ; こさう しっさょっつくけ-しけしせょうしすにた いぇぉけかっゃぇくうはた; ょかは 
こさけそうかぇおすうおう う かっつっくうは さぇおぇ きけかけつくけえ あっかっいに, こさはきけえ おうておう. 『っくぇ ぉっい しおうょおう いぇ 3 おせさしぇ – 1200 させぉかっえ. ╊ぬゅけすくうおぇき う こっくしうけくっさぇき - しおうょおう.

╉ぇきっくくけっ きぇしかけ. ╁ くっき 49 きうおさけねかっきっくすけゃ, すぇおうた おぇお おぇかうえ, くぇすさうえ, おぇかぬちうえ, そけしそけさ, おさっきくうえ, きぇゅくうえ, あっかっいけ, きっょぬ, えけょ, ぇ すぇおあっ いけかけすけ, しっさっぉさけ, 
こかぇすうくぇ う きくけゅうっ ょさせゅうっ. ╁っしぬきぇ きくけゅけ けさゅぇくけけぉさぇいせのとうた ねかっきっくすけゃ: せゅかっさけょぇ, おうしかけさけょぇ, ゃけょけさけょぇ, ぇいけすぇ う そけしそけさぇ. ぁすうき けぉなはしくはっすしは っゅけ ねそそっおすうゃ-
くけっ ゃかうはくうっ くぇ さぇぉけすせ つっかけゃっつっしおけゅけ けさゅぇくういきぇ, っゅけ けすょっかぬくにえ しうしすっき う けさゅぇくけゃ, ゃこかけすぬ ょけ おかっすけつくけゅけ せさけゃくは. ‶さうきっくはのす ょかは かっつっくうは さぇくっくうはた, たうさせさ-
ゅうつっしおうた ゃきってぇすっかぬしすゃぇた, せてうぉぇた, けあけゅぇた, けすかけあっくうう しけかっえ, ゅぇえきけさうすっ, すさうここっ, ゅくけえくけき ねくょけぉさけくたうすけき, ゃけしこぇかっくうっき かっゅおうた , ぉさけくたうぇかぬくけえ ぇしすきっ, はいゃっ 
あっかせょおぇ, すさっとうくっ ゃ こさはきけえ おうておっ, ちうしすうすぇた, ねさけいうう きけつっゃけゅけ こせいにさは, いぇぉけかっゃぇくうはた こけつっお, ねさけいうう ゃかぇゅぇかうとぇ, ぇさすさうすっ, さぇょうおせかうすっ, おぇすぇさぇおすに, きうけきに, 
そうぉさけきうけきに, さぇいかうつくにた さぇおけゃにた いぇぉけかっゃぇくうはた, たけかうちうしすうすぇた, ゅっこぇすうすぇた, ょうぇぉっすっ, ゅっききけさけっ う こさう こけゃにてっくくけえ ゅうこっさすけくうう.

┿ すぇおあっ くぇ ゃにしすぇゃおっ ぉせょせす こさっょしすぇゃかっくに ╋せきうっ う きくけあっしすゃけ しせたうた すさぇゃ, すぇおうた おぇお ╀けさけゃぇは きぇすおぇ, 
]ぇぉっかぬくうお, おけさっくぬ ‶うけくぇ, ¨つぇくおぇ, 【うおてぇ う きくけゅうっ ょさせゅうっ.

′ぇしすせこうかけ ゃさっきは ぉにすぬ ぇぉしけかのすくけ いょけさけゃにき!
╀っい さぇいくにた こけぉけつくにた ねそそっおすけゃ!

«げÑëíçïöçÜúöñ! ゐ▲¿í ßÜ¿ñ£Öá äÜ-¢ñÖï¡ó, ïöñïÖ　0ïá ï¡í£íöá, ¡í¡í　. ゑëíôó ï¡í£í¿ó, Üß　£íöñ¿áÖí Üäñëíîó　. ぜÖñ 27. 
だÑÖÜÇÜ ¡Üëïí べñö¡ó êçíöó¿Ü, ôöÜß▲ Üö¡í£íöáï　 Üö Üäñëíîóó. でäíïóßÜ!».

╁ぇかっくすうくぇ ╋ぇすさのおけゃぇ, ゅ. 〉そぇ
«げÑëíçöïçÜúöñ, ÑÜëÜÇóñ «どëíç▲ ん¿öí　»! ば ½ñÖ　 Ñíç¿ñÖóñ ÑÜêÜÑó¿Ü ÑÜ 190 äëÜäñ¿í ¡ÜôÜ öíß¿ñöÜ¡, ¡ÜöÜë▲ñ Öí£Öí-

ôí¿ó çëíôó, ÖÜ äÜ½ÜÇí¿Ü Öñ ÖíÑÜ¿ÇÜ, í £í¡í£íç Ü çíï とí½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü» ó äëÜäóç öëó ¡Üëïí Ñíç¿ñÖóñ ïöí¿Ü 130 Öí 80, 
ïäíïóßÜ çí½ ßÜ¿áüÜñ, ç▲ ½Öñ Ñí¿ó çñëÜ ç ¢ó£Öá!!äÜ¢í¿Üúïöí äëóñ£¢íúöñ äÜôíàñ.

 ぅおけゃかっゃぇ ╂ぇかうくぇ,  ゅ. 〈ゃっさぬ       

]おうょおう すさせあっくうおぇき すにかぇ う ゃっすっさぇくぇき ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに 20%, こっくしうけくっさぇき う うくゃぇかうょぇき 10%.

[╄╉╊┿╋┿

【かしかなそせ おしみ つたちあうそさ:
え. [かすかちそうそ, 8-(3842)-67-02-62

17 みせうあちみ, え. ╆かちかくそうつさけこ, ╈[╉[ «╉ちときいあ» 11:00-13:00

Ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì æèòåëåé Áåðåçîâñêîãî 
«Òðàâû Àëòàÿ» ïðîâîäèò î÷åðåäíóþ âûñòàâêó-ïðîäàæó

[╄
╉╊

┿╋
┿
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ÇÀÏÅ×ÅÍÍÛÅ ØÀÌÏÈÍÜÎÍÛ

╇くゅさっょうっくすに: 
• 3-5 おさせこくにた てぇきこうくぬけくけゃ
• 2 はえちぇ
• ½ ゅけかけゃおう かせおぇ
• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ

• しゃっあぇは いっかっくぬ こっすさせておう う せおさけこぇ
• 100 ゅ しにさぇ
• 2 しす.か. きぇえけくっいぇ
• しけかぬ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╂さうぉに こけきにすぬ う けぉしせてうすぬ. 〉ょぇかうすぬ くけあおう う さぇしつうしすうすぬ きっしすけ ゃくせすさう てかはこおう. ′けあおう う 

かせお きっかおけ くぇてうくおけゃぇすぬ う けぉあぇさうすぬ ゃ くっぉけかぬてけき おけかうつっしすゃっ きぇしかぇ こはすぬ きうくせす. ぅえちぇ けす-
ゃぇさうすぬ, けしすせょうすぬ, こけつうしすうすぬ う きっかおけ くぇさっいぇすぬ. ╃けぉぇゃうすぬ きっかおけ こけさっいぇくくせの いっかっくぬ.

╃けぉぇゃうすぬ けぉあぇさっくくにっ ゅさうぉくにっ くけあおう し かせおけき. ╆ぇこさぇゃうすぬ きぇえけくっいけき, こっさっきってぇすぬ. ′ぇ-
そぇさてうさけゃぇすぬ ゅさうぉくにっ てかはこおう くぇつうくおけえ. 〉かけあうすぬ ゃ そけさきせ ょかは いぇこっおぇくうは, こけしにこぇすぬ すひさ-
すにき しにさけき. ╆ぇこっつぬ ゃ ょせたけゃおっ ゃ すっつっくうっ 20 きうくせす こさう すっきこっさぇすせさっ 200 ゅさぇょせしけゃ.

╁にかけあうすぬ くぇ すぇさっかおせ う せおさぇしうすぬ いっかっくぬの.

ÏÈÐÎÆÍÛÅ Ê ×ÀÞ
╇くゅさっょうっくすに: 
• 300 ゅ こっつっくぬは
• 200 ゅ しかうゃけつくけゅけ きぇしかぇ
• 100 ゅ ゅさっちおうた けさったけゃ
• 100 ゅ ぉっかけゅけ ういのきぇ (ぉっい おけしすけ-

つっお)
• ½ しすぇおぇくぇ しぇたぇさぇ
• 3 しす.か. おぇおぇけ
• おけおけしけゃぇは しすさせあおぇ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]かうゃけつくけっ きぇしかけ さぇしすけこうすぬ, ょけぉぇゃうすぬ 

おぇおぇけ う しぇたぇさ. ‶けゃぇさうすぬ こはすぬ きうくせす. ╃ぇすぬ 
けしすにすぬ う ょけぉぇゃうすぬ はえちけ. 》けさけてけ こっさっきっ-
てぇすぬ. ‶っつっくぬっ う けさったう こさけこせしすうすぬ つっさっい 
きはしけさせぉおせ. ╇いのき こさけきにすぬ う こけさっいぇすぬ. ╃け-
ぉぇゃうすぬ ゃ きうしおせ し こっつっくぬっき. ]きってぇすぬ おぇおぇけ-きぇししせ し こっつっくぬっき ゃ けょくけえ きうしおっ. ╁にかけあうすぬ くぇ 
こうとっゃせの こかひくおせ ゃ ゃうょっ おけかぉぇしおう. 〉ぉさぇすぬ ゃ きけさけいうかぬくうお くぇ すさう つぇしぇ. ╃けしすぇすぬ う こけさっいぇすぬ 
くぇ こけさちうう. ‶けしにこぇすぬ おけおけしけゃけえ しすさせあおけえ.

ÆÀÐÊÎÅ ÑÎ ÑÒÐÓ×ÊÎÂÎÉ 
ÔÀÑÎËÜÞ È ÎÏßÒÀÌÈ

╇くゅさっょうっくすに: 
• 300 ゅ そうかっ しゃうくうくに
• 100 ゅ しすさせつおけゃけえ そぇしけかう
• 150 ゅ ゅさうぉけゃ (けこはすぇ)
• 2-3 おぇさすけそっかうくに
• 1 かせおけゃうちぇ
• しこっちうう ょかは きはしぇ
• 3 しす.か. しきっすぇくに
• しけかぬ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╋はしけ こけさっいぇすぬ おせしけつおぇきう. ╊せお きっかおけ くぇ-

てうくおけゃぇすぬ. ¨ぉあぇさうすぬ きはしけ し かせおけき ょけ こけかせゅけすけゃくけしすう. ╃けぉぇゃうすぬ けすゃぇさっくくにっ けこはすぇ. ╁ 
しおけゃけさけょせ し きはしけき う ゅさうぉぇきう ょけぉぇゃうすぬ しこっちうう, しけかぬ う しきっすぇくせ. 〈せてうすぬ くぇ きっょかっくくけき けゅくっ 
こはすぬ-しっきぬ きうくせす. ╁ おっさぇきうつっしおせの そけさきせ うかう ゅけさてけつっお せかけあうすぬ おぇさすけそっかぬ, くぇさっいぇくくにえ 
おせぉうおぇきう. ╃けぉぇゃうすぬ くっきくけゅけ けすゃぇさっくくせの そぇしけかぬ. ╁にかけあうすぬ ゃ そけさきせ こけゃっさた そぇしけかう ゅさう-
ぉに し きはしけき う しきっすぇくけえ. ╆ぇおさにすぬ おさにておけえ う ゅけすけゃうすぬ ゃ ょせたけゃおっ 25-30 きうくせす こさう すっきこっさぇ-
すせさっ 200 ゅさぇょせしけゃ.

ÏÈÐÎÃ Ñ ßÁËÎÊÎÌ 
È ÃÐÅÖÊÈÌÈ ÎÐÅÕÀÌÈ

╇くゅさっょうっくすに: 
• 4 はえちぇ
• 1 しすぇおぇく  きせおう
• ½ しすぇおぇくぇ しぇたぇさぇ
• 1 ゅ ゃぇくうかうくぇ

• 1 はぉかけおけ
• 100 ゅ ゅさっちおうた けさったけゃ
• しかうゃけつくけっ きぇしかけ
• 2 しす.か. きひょぇ
• きぇくくぇは おさせこぇ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]おけゃけさけょせ うかう そけさきせ しきぇあぬすっ しかうゃけつくにき きぇしかけき. ‶けしにこぬすっ きぇくくけえ おさせこけえ. ′ぇ ょくけ ゃに-

かけあうすっ かけきすうおう はぉかけおぇ こけ おさせゅせ. ╆ぇしにこぬすっ しゃっさたせ ゅさっちおうっ けさったう. ぅえちぇ ゃいぉっえすっ きうおしっさけき 
ょけ けぉさぇいけゃぇくうは ゅせしすけえ こっくに. ╃けぉぇゃぬすっ しぇたぇさ つぇしすはきう う こさけょけかあぇえすっ ゃいぉうゃぇすぬ. ╃けぉぇゃぬすっ 
ゃぇくうかうく う  きせおせ. 〈っしすけき いぇかっえすっ ゃしの こけゃっさたくけしすぬ そけさきに. ╆ぇこっおぇえすっ ゃ ょせたけゃおっ こさう 200 
ゅさぇょせしぇた  30-40 きうくせす. ╂けすけゃくけしすぬ こさけゃっさはえすっ ょっさっゃはくくけえ こぇかけつおけえ. ╂けすけゃにえ こうさけゅ ゃにくう-
きぇえすっ うい そけさきに う こっさっゃけさぇつうゃぇえすっ くぇ ぉかのょけ はぉかけおぇきう う けさったぇきう ゃゃっさた. ‶けかうすぬ きひょけき.

ÈÍÄÅÉÊÀ Ñ ÀÏÅËÜÑÈÍÎÌ 
È ÊËÞÊÂÎÉ

╇くゅさっょうっくすに: 
• うくょっえおぇ (こけすさけたぇ しけたさぇくうすぬ) - 5,4 おゅ
• きぇしかけ (さぇいきはゅつひくくけっ) - 175 ゅ
• かせお さっこつぇすにえ (こけさっいぇくくにえ) - 1 てす.
• ぇこっかぬしうく (こけさっいぇくくにえ こけこけかぇき) - 1 てす.
• すうきぬはく (ゃっすけつおう) - 6 てす.

╃かは おかのおゃっくくけ-ぇこっかぬしうくけゃけゅけ しけせしぇ:
• おかのおゃぇ (こけさっいぇくくぇは) - 250 ゅ
• ぉっおけく (こけょあぇさっくくにえ くぇ ゅさうかっ う こけ-

さっいぇくくにえ くぇ きぇかっくぬおうっ おせしけつおう) - 6 
こけかけしけお

• ぇこっかぬしうく (こけすっさっすぬ ちっょさせ う さぇいけぉさぇすぬ 
くぇ しっゅきっくすに) - 3 てす.

• きひょ (あうょおうえ) - 2 しす. か.

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
[ぇいけゅさっすぬ ょせたけゃおせ ょけ 190˚]. ]けたさぇくうすぬ こけ-

すさけたぇ ょかは こけょかうゃおう. ‶けかけあうすぬ うくょっえおせ ゃ 
そけさきせ, くぇきぇいぇすぬ しかうゃけつくにき きぇしかけき う たけさけてけ 
こさうこさぇゃうすぬ. ╆ぇすけかおぇすぬ ゃくせすさぬ かせお, ぇこっかぬしうく う 
こけかけゃうくせ すうきぬはくぇ. ╆ぇこっおぇすぬ けょうく つぇし, こけおさにすぬ 
そけかぬゅけえ う いぇこっおぇすぬ っとっ すさう つぇしぇ, こけかうゃぇは しけ-
おぇきう おぇあょにっ 30 きうくせす.

]きってぇすぬ ゃしっ うくゅさっょうっくすに ょかは しけせしぇ し けしすぇゃ-
てうきしは すうきぬはくけき. ╃けしすぇすぬ うくょっえおせ うい ょせたけゃおう, 
こけかうすぬ しけせしけき しゃっさたせ. ]くけゃぇ くぇおさにすぬ そけかぬゅけえ 
う いぇこっおぇすぬ 10 きうくせす, いぇすっき しくはすぬ そけかぬゅせ う いぇ-
こっおぇすぬ 10 きうくせす. ╃けしすぇすぬ うい ょせたけゃおう う くっこかけす-
くけ くぇおさにすぬ そけかぬゅけえ. ‶っさっかけあうすぬ くぇ ぉかのょけ, 
しけたさぇくうゃ しけお うい そけさきに ょかは こけょかうゃおう.

ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ ÒÎÐÒ
╇くゅさっょうっくすに: 
• きひょ - 250 ゅ
• きせおぇ - 250 ゅ
• きうくょぇかぬ - 100 ゅ
• しぇたぇさくぇは こせょさぇ - 100 ゅ
• はえちけ - 6 てす.
• きけかけおけ - ½ しすぇおぇくぇ
• さぇいさにたかうすっかぬ - ½ つ. か.
• かうきけくくぇは ちっょさぇ う きけかけすぇは おけさうちぇ - 

こけ ゃおせしせ
╃かは てけおけかぇょくけゅけ おさっきぇ:
• きっょ - 80 ゅ
• しかうゃけつくけっ きぇしかけ - 200 ゅ
• はえちけ - 2 てす.
• しぇたぇさくにえ こっしけお - 150 ゅ
• おぇおぇけ - 30 ゅ
• さけき - 1 しす. か. ╃かは あっかすおけゃけえ ゅかぇいせさう:

• あっかすけお - 2 てす.
• しぇたぇさくぇは こせょさぇ - 100 ゅ
• しぇたぇさくにえ こっしけお - 100 ゅ
• ゃけょぇ - 2 しす. か.

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
〈とぇすっかぬくけ こっさっきってぇすぬ きひょ し あっかすおぇきう, きけかけ-

おけき, けつうとっくくにき う すけかつひくにき きうくょぇかひき, おけさうちっえ 
う ちっょさけえ かうきけくぇ, こけおぇ きぇししぇ くっ いぇゅせしすっっす う くっ 
こけぉっかっっす. ¨すょっかぬくけ ゃいぉうすぬ ゃ おさっこおせの う しすけえおせの こっくせ ぉっかおう; きせおせ しきってぇすぬ し さぇいさにたかうすっかっき. 
╃けぉぇゃかはすぬ きせおせ う ぉっかおう くっぉけかぬてうきう こけさちうはきう ゃ こけょゅけすけゃかっくくせの きっょけゃせの きぇししせ, こけけつっさひょくけ 
こっさっきってうゃぇは ょけ こけかせつっくうは けょくけさけょくけゅけ きはゅおけゅけ すっしすぇ.

[ぇいょっかぇすぬ うい すっしすぇ おけさあう くせあくけえ そけさきに, ゃにこっつぬ くぇ ゃしこにかひくくけき きせおけえ かうしすっ, けたかぇょうすぬ, ょぇすぬ 
こけしすけはすぬ しせすおう. ╉けさあう しきぇいぇすぬ おさっきけき うい おぇおぇけ, こけおさにすぬ ゃっさた すけさすぇ あっかすおけゃけえ ゅかぇいせさぬの う くぇ-
くっしすう おけさくっすうおけき せおさぇてっくうは うい すぇおけゅけ あっ おさっきぇ, おけすけさにき こさけしかけっく すけさす.

╂けすけゃうき てけおけかぇょくにえ おさっき. ]きってぇすぬ ゃきっしすっ はえちぇ, しぇたぇさ, さけき う おぇおぇけ, こけしすぇゃうすぬ くぇ こぇさけゃせの 
ぉぇくの ょけ いぇゅせしすっくうは. ╆ぇすっき きぇししせ しくはすぬ, ょぇすぬ っえ けしすにすぬ, ょけぉぇゃうすぬ さぇしすひさすけっ し きひょけき しかうゃけつくけっ 
きぇしかけ, すとぇすっかぬくけ こっさっきってぇすぬ う けたかぇょうすぬ.

╂けすけゃうき あっかすおけゃせの ゅかぇいせさぬ. ╅っかすおう ゃいぉうすぬ し しぇたぇさくけえ こせょさけえ ょけ こけはゃかっくうは こっくに. ¨すょっかぬくけ 
うい しぇたぇさくけゅけ こっしおぇ う ゃけょに しゃぇさうすぬ ゅせしすけえ しうさけこ ょけ こさけぉに «くぇ くうすおせ». ]くはすぬ しうさけこ し けゅくは, ょぇすぬ 
っきせ くっきくけゅけ けしすにすぬ, こけしすっこっくくけ こけょかうゃぇすぬ すけくおけえ しすさせえおけえ ゃけ ゃいぉうすせの あっかすおけゃせの こっくせ, すとぇ-
すっかぬくけ さぇいきってうゃぇは ょけ けたかぇあょっくうは きぇししに. ╂かぇいせさぬ うしこけかぬいけゃぇすぬ しさぇいせ あっ.
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┋〞┗┇┌┒, 
┎┊┇┑┚, 
━〞┌┌┚, 
┑┏┒─┚
┇ ┑. ┃. 

(343) 361-15-10
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- でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 2,5 ½ñï　îí
- がÜïöÜäÖ▲ñ îñÖ▲ Üö 15 ÑÜ 20 ö.ë.
- ぢÜ~öíäÖí　 Üä¿íöí, ëíïïëÜô¡í ä¿íöñ¢í
- でçÜ　 ä¿ÜàíÑ¡í ÜôñßÖÜú ñ£Ñ▲
- だßÜôñÖóñ çÜ¢ÑñÖó0 ç ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 ゑんで çëñ½　
- ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ ¡í¢ÑÜ½Ü ÜßÜôíñ½Ü½Ü
- ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 óÖÑóçóÑÜí¿áÖí　 äÜÑÇÜöÜç¡í

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ
8-902-26-24-513 づぎとずんぜん

‶さけゃけょうき くぇぉけさ くぇ おせさしに こけょゅけすけゃおう 
ゃけょうすっかっえ おぇすっゅけさうう «╁» 

(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ)

!

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404

8-904-38-95-420

8-952-72-83-868

8-912-04-58-928

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651

 8-904-38-38-387

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん
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╁けす う こさけてかう くけゃけゅけょ-
くうっ こさぇいょくうおう, ぇ ゃきっしすっ し 
くうきう いぇゃっさてうかぇしぬ う くぇてぇ 
ぇおちうは. ╁ くっえ こさうくはかう せつぇ-
しすうっ ぉけかっっ こけかせしけすくう のくにた 
ぉっさっいけゃつぇく, こさうしかぇゃ しゃけう 
さぇぉけすに ょかは ╃っょぇ ╋けさけいぇ ゃ 
さっょぇおちうの ゅぇいっすに. ╋に けつっくぬ 
ぉかぇゅけょぇさくに ゃぇき, さっぉはすぇ, 
いぇ ゃぇて ゅけさはつうえ けすいにゃ, いぇ 
すけ, つすけ ゃに せょっかうかう しすけかぬおけ 
おさけこけすかうゃけゅけ ゃくうきぇくうは, 
つすけぉに しけいょぇすぬ しゃけうきう させ-
おぇきう すぇおうっ けさうゅうくぇかぬくにっ 
こけょっかおう, ういせきうすっかぬくにっ 
さうしせくおう う こうしぬきぇ. ╁しっ けくう 
こけ-しゃけっきせ けつっくぬ うくすっさっし-
くに, こけねすけきせ きに けぉなはゃかは-
っき, つすけ こさけうゅさぇゃてうた くっす! 
‶けぉっょうすっかっき しすぇか おぇあょにえ 
うい ゃぇし! ╁に すぇお こけさぇょけゃぇかう 
さっょぇおちうの ゅぇいっすに う ょっょせて-
おせ ╋けさけいぇ, つすけ きに さってうかう 
ゃしった おけくおせさしぇくすけゃ ぉっい うし-
おかのつっくうは くっ すけかぬおけ くぇゅさぇ-
ょうすぬ ぉうかっすぇきう くぇ ひかおせ, くけ 
う くっぉけかぬてうきう しせゃっくうさぇきう. 

ÈÒÎÃÈ ÀÊÖÈÈ
 «ÍÀÏÈØÈ ÏÈÑÜÌÎ ÄÅÄÓ ÌÎÐÎÇÓ»

[っょぇおちうは «╀っさひいけゃしおけゅけ 
さぇぉけつっゅけ» すぇおあっ ゃにさぇあぇっす 
けゅさけきくせの ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ 
ぇょきうくうしすさぇちうう ╂けさけょしおけ-
ゅけ おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃけゅけ 
ちっくすさぇ «]けゃさっきっくくうお» いぇ 
けさゅぇくういぇちうの こさぇいょくうおぇ 
う こさっおさぇしくにえ しこっおすぇおかぬ 
«╃のえきけゃけつおぇ».

╂かぇゃくにっ こさういに ょけしすぇかうしぬ 
すっき ょっすうておぇき, いぇ さぇぉけすに 
おけすけさにた さぇいゃっさくせかぇしぬ くっ-
てせすけつくぇは ぉけさぬぉぇ くぇ しぇえすっ 
ゅぇいっすに www.bergrad.ru, ゅょっ 
かのぉけえ あっかぇのとうえ きけゅ こさけ-
ゅけかけしけゃぇすぬ いぇ おけくおせさしぇくすぇ. 
╇ くぇ しかっょせのとうえ ょっくぬ, 6 
はくゃぇさは ゃ 16.00 ゃ ╃╉ «]け-
ゃさっきっくくうお», こっさっょ しぇきにき 
ゃにしすせこかっくうっき, うすけゅう ぉにかう 
すけさあっしすゃっくくけ けゅかぇてっくに しけ 
しちっくに ぇおすけゃけゅけ いぇかぇ. 

′ぇうぉけかぬてうえ うくすっさっし ゃに-
いゃぇかぇ いぇきっつぇすっかぬくぇは こけ-
ょっかおぇ «]っさっぉさはくけっ おけこにす-
ちっ», いぇ おけすけさせの っひ ぇゃすけさせ, 
]けそぬっ ╃けさけくうくけえ, ぉにか 

ゃさせつっく ぉけかぬてけえ こかのてっ-
ゃにえ きっょゃっょぬ. ′っきぇかけっ おけ-
かうつっしすゃけ ゅけかけしけゃ けすょぇかう う 
いぇ おぇさすうくせ ┿かひてう 》けかきけ-
ゅけさけゃぇ, けく こけかせつうか きはゅおせの 
しけぉぇおせ. ╉さけきっ すけゅけ, ぇおすうゃ-
くけ ゅけかけしけゃぇかう いぇ けぉとせの 
こけょっかおせ ]っさひあう ╇ゅくぇすぬっ-
ゃぇ う ╉うさうかかぇ ‶うしぬきっくくけゅけ 
«╋ってけお し いぇえちっき». ╃させ-
いぬはき ょけしすぇかしは そせすぉけかぬ-
くにえ きはつ. ′ぇ しちっくせ すぇおあっ 
こさうゅかぇしうかう 〈ぇくの う ]ぇてせ 
┿おせかけゃにた. ╆ぇ さうしせくけお う 
こけょっかおせ しひしすさぇき こけょぇさうかう 
くぇぉけさに さぇいゃうゃぇのとうた うゅさ. 
′っかぬいは ぉにかけ くっ けすきっすうすぬ 
う こせてうしすにえ «しうきゃけか ゅけょぇ» 
′ぇしすう ╀っさしっくひゃけえ, けくぇ ゃに-
うゅさぇかぇ こかのてっゃせの けぉっいぬは-
くせ. ¨ぉかぇょぇすっかはきう きはゅおうた 
きせいにおぇかぬくにた いぇえちっゃ しすぇかう 
╊っくぇ ‶けかはおけゃぇ, ╃うきぇ ¨さ-
かけゃ う ╉うさうかか ぃしっゃ.

╋に たけすっかう ゃさせつうすぬ こさうい 
う ┿くょさっの ╀せくぬおけゃせ, くけ 
っゅけ くっ けおぇいぇかけしぬ ゃ いぇかっ. 

‶さけしうき こけょけえすう ┿くょさっは いぇ 
こけょぇさおけき お くぇき ゃ さっょぇお-
ちうの ゅぇいっすに «╀っさひいけゃしおうえ 
さぇぉけつうえ» (せか. ╉さぇしくにえ 
╂っさけっゃ, 9), おぇお う ゃしった すった, 
おすけ こさうしかぇか ょっょせ ╋けさけいせ 
しゃけう こうしぬきぇ う こけょっかおう, くけ 
くっ しきけゅ こけしっすうすぬ くけゃけゅけょ-
くのの ひかおせ. ╃けさけゅうっ さっぉはすぇ, 
ゃぇてう しせゃっくうさに あょせす ゃぇし! ╇ 
こせしすぬ くけゃにえ 2011 ゅけょ ぉせょっす 
ょかは ゃぇし とっょさにき くぇ くっけあう-
ょぇくくにっ, くけ こさうはすくにっ しのさ-
こさういに!

╄とっ さぇい ぉかぇゅけょぇさうき 
ぇょきうくうしすさぇちうの ╂け-
さけょしおけゅけ おせかぬすせさくけ-
ょけしせゅけゃけゅけ ちっくすさぇ いぇ 
こけきけとぬ う こけょょっさあおせ ゃ 
けさゅぇくういぇちうう きっさけこさう-
はすうは, ぇ すぇおあっ 【ぇおせさけ-
ゃせ ′ぇすぇかぬの ╂っけさゅうっゃ-
くせ いぇ こさっょけしすぇゃかっくくにっ 
こさういに う こけょぇさおう ょかは 
くぇてうた きぇかっくぬおうた 
せつぇしすくうおけゃ!

╊╄』╄′╇╄:
• ごïäÜÇí  • づÜ¢ó

• でÇ¿í£í  • ゎë▲¢ó
• でÜöë　ïñÖó　 

ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ½Ü£Çí ó Ñë.

Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 301
(ÖíäëÜöóç ë▲Ö¡í).

づñ¢ó½ ëíßÜö▲: çö., ôö., ïÜß. 
ï 13:00 ÑÜ 17:00

8-950-20-98-866

┺╉〈』》 
┱╉』》╄╈′｠′〉〈〈ぇ‒ 
┰╉』〉╈〉╆ ┯╉を╉〈′ょ

]くはすうっ すはゅう お ぇかおけゅけかの
きっすけょけき おけょうさけゃぇくうは
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ん
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┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, ゅょっ 

こさけょぇひすしは ╀[, うかう けすくっしすう こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9.

〈っおしす こうてっすしは さぇいぉけさつうゃけ, こっつぇすくにきう ぉせおゃぇきう, ぉっい しけおさぇとっくうえ, 
くっ ぉけかっっ 20 しかけゃ. ¨ょくけ けぉなはゃかっくうっ くぇ けょくけき おせこけくっ. [せぉさうおう: 

〈さぇくしこけさす, ╃っすしおけっ, ╅うゃけすくにっ, [ぇいくけっ, ╆くぇおけきしすゃぇ, ╀にすけゃぇは すったくうおぇ.

[せぉさうおぇ ___________________________________________________
〈っおしす けぉなはゃかっくうは _________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
╃ぇくくにっ (すっかっそけく) ______________________________________



╀っさしっくっゃぇ ′ぇしすは, 13 かっす ┿かってぇ 》けかきけゅけさけゃ, 5 かっす

]けそぬは ╃けさけくうくぇ, 6 かっす

〈ぇくは, 4 ゅけょぇ う ]ぇてぇ, 2 ゅけょぇ╉うさうかか, 9 かっす う ]っさっあぇ, 9 かっす



«[せししおうえ たかっぉ»
〈さっぉせのすしは:

さぇぉけすくうおう ゃ おけくょうすっさしおうえ ちった (あっく.), い/こ 12 す.さ.
せぉけさとうちに, い/こ けす 11 す.さ.

〈っか. 8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328

[╄
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13 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà ÐÅÊËÀÌÀ10

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

8-904-38-38-387
8-950-54-04-651

づ
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〈さっぉせっすしは 

ぉせたゅぇかすっさ 
こけ せつっすせ

¨] う きぇすっさうぇかけゃ.
いくぇくうっ «1]» う 

けこにす けぉはいぇすっかぬくに 

8-912-24-70-005
[╄╉╊┿╋┿

╉けくしせかぬすぇちうけくくにえ ちっくすさ 
«╄╂ぁ-さっこっすうすけさ»

 せゅかせぉかっくくぇは こけょゅけすけゃおぇ
 かうおゃうょぇちうは こさけぉっかけゃ ゃ いくぇくうはた
 こけょゅけすけゃおぇ お ╄╂ぁ (8-10 おか.)

′ぇて ぇょさっし: せか. 【うかけゃしおぇは, 3 (てお. わ2)
8-922-15-81-314 [╄╉╊┿╋┿

グヱゾ «ドザ ケ┍┏ヅ━┄┑»
デ┏┄─┒┝┑┐┞ ┌〞 

┎┍┐┑┍┞┌┌┒┝ ┏〞─┍┑┒:
┋┈└┒┅┐/│─┕┒┅┐

┄│┎┐┍┈┊
┆/┎ ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇

│. ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┇┈, 
┒┊. ズ〞┞┉┍━┐┉┍│┍, 3

4-51-28 [╄╉╊┿╋┿

ÎÎÎ “Õàðîí”
ゑñïá ¡Ü½ä¿ñ¡ï ëóöÜí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ:

• とÜÖïÜ¿áöíîóó  äÜ  ÜëÇíÖó£íîóó  äÜêÜëÜÖ
• ゑñïá  ¡Ü½ä¿ñ¡ï  Üï¿ÜÇ,  ÖñÜßêÜÑó½▲ê  Ñ¿　  äÜÇëñßñÖó　
• ぢñëñçÜ£¡í  äÜ¡ÜúÖ▲ê  -  ゐぎでぢずんどぞだ.  とづばゎずだでばどだぶぞだ
• ご£ÇÜöÜç¿ñÖóñ äí½　öÖó¡Üç

         Адрес: ул. Брусницына, 8
Тел. 4-28-86, 8-922-15-12-760[╄╉╊┿╋┿

[╄
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┿

Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, êîâàííûå 

èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

8-919-36-40-690 [╄
╉╊

┿╋
┿

〈さっぉせのすしは: 
◊ くぇつぇかぬくうお けすょっかぇ 

けぉとっしすゃっくくけゅけ 
こうすぇくうは 

◊ うくあっくっさ-すったくけかけゅ 
けぉとっしすゃっくくけゅけ 

こうすぇくうは

¨こにす さぇぉけすに 
けぉはいぇすっかっく

8-912-24-83-669

[╄
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┿╋
┿

〈さっぉせのすしは 
◊ こさけょぇゃちに 

こさけょけゃけかぬしすゃっくくにた 
すけゃぇさけゃ

‶さっょけしすぇゃかはっすしは 
けぉとっあうすうっ

8-912-24-83-669
[╄╉╊┿╋┿

〈さっぉせっすしは 
◊ こっおぇさぬ ゃ 

おけくょうすっさしおうえ 
ちった

8-902-41-07-122

[╄
╉╊

┿╋
┿

╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, 
[╄【╄〈╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, 
╉¨╆｠[を╉╇, ╊╄]〈′╇『｠

8-904-38-95-420
8-952-72-83-868

[╄╉╊┿╋┿

]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿

8-912-04-56-404
8-952-72-83-868

[╄
╉╊
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╉けゃぇくくにっ 
ういょっかうは

╊っしすくうちに, こっさうかぇ, 
いぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶╄[╄〈ぅ╅╉┿ 
╇ [╄╋¨′〈 ╋ぅ╂╉¨╈ 

╋╄╀╄╊╇
‶っくしうけくっさぇき しおうょおう.
8-906-80-17-443

4-50-38 (ゃっつっさけき) づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

′ぇ けしくけゃぇくうう しす. 34 ╆╉ [《 う «‶けさはょおぇ 
こさっょけしすぇゃかっくうは いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ ょかは ちっかっえ, 
くっ しゃはいぇくくにた しけ しすさけうすっかぬしすゃけき», せすゃっさあょっくくけゅけ 
さってっくうっき ╃せきに わ 73 けす 20.08.09ゅ., ╉けきうすっす こけ 
せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ うくそけさきうさせっす け こけしすせこかっくうう いぇはゃかっくうえ け 
こさっょけしすぇゃかっくうう いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ, ょかは ゃっょっくうは 
かうつくけゅけ こけょしけぉくけゅけ たけいはえしすゃぇ, さぇしこけかけあっくくにた ゃ 
こ. ╋けくっすくけき ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
こけ せか. [ぇょせあくぇは, 1, せか. [ぇょせあくぇは, 3; ょかは ゃっょっくうは 
うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ けゅけさけょくうつっしすゃぇ, さぇしこけかけあっくくけゅけ 
ゃ ゅけさけょっ ╀っさっいけゃしおけき いぇ いっきっかぬくにき せつぇしすおけき こけ せか. 
╉けききせくぇさけゃ, 65.

Ìû 

îòêðûëèñü!

｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû

｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196

づぎとずんぜん

[っきけくす 

たけかけょうかぬくうおけゃ
ゃしった きぇさけお くぇ ょけきせ

2-071-071 ちっくすさ
]すうくけか

づ
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とず
ん

ぜ
ん

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ ]¨╀]〈╁╄′′¨╂¨ ‶[¨╇╆╁¨╃]〈╁┿:
ぉさせし, ょけしおぇ けぉさっいくぇは, ぉさせしけお う ょさ. 
╋ぇすっさうぇかに おぇきっさくけえ しせておう: っゃさけゃぇゅけくおぇ, 
ぉかけお-たぇせし, ょけしおぇ ょかは こけかぇ, うきうすぇすけさ ぉさせしぇ う ょさ.

╃けしすせこくにっ ちっくに, ょけしすぇゃおぇ.
╃さけゃぇ おけかけすにっ ぉっさっいけゃにっ + ょけしすぇゃおぇ. 

]すけかはさくにっ ういょっかうは: ょゃっさう ぉぇくくにっ - 
そうかっくつぇすにっ, おかうくけゃにっ, けおくぇ, っゃさけけおくぇ, 

おけさけぉつぇすにえ ぉさせし う ょさ. こけょ いぇおぇい.

 3-44-44, 8-904-38-02-865

 8-950-64-58-766, 3-45-00

[╄
╉╊
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ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ポ┉┐┉〞━〞┑┍┏-┎┍┃│┏┒┆┖┇┉ 

JCB 
+ │┇┃┏┍┋┍┊┍┑. 

ド─┍┏┉〞 ┇ ━┚━┍┆ ┐┌┄│〞.

8-950-65-70-277
[╄╉╊┿╋┿

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ヱ━┑┍━┚┗┉〞, 15 ┋.

8-950-65-70-277
[╄╉╊┿╋┿

ÓÑËÓÃÈ
〉ゅけかぬ. 

╃けしすぇゃおぇ. ╁っしに. 
╃けおせきっくすに.

261-46-56 [╄
╉╊

┿╋
┿

ÓÑËÓÃÈ
╃さけゃぇ しせたうっ, おけかけすにっ

ち. 1000 させぉ. いぇ き3

8-922-10-75-529
[╄╉╊┿╋┿

ÂÀÊÀÍÑÈÈ
┑┏┄─┒┄┑┐┞ 

━┍┐┎┇┑〞┑┄┊┛-┌┞┌┞ 
┍┑ 40 ┊┄┑

┎┍ ┒└┍┃┒ ┆〞 ┃┄┑┛┋┇ 
2-3 ┊┄┑. 

ゾ┎┚┑ ┍─┞┆〞┑┄┊┄┌.

8-922-15-82-210

[╄
╉╊

┿╋
┿

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 1850 ë., 920 ë.
╋〉╉┿, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç, ç/ï - 950 ë., 480 ë.
¨╉¨[¨』╉┿, 15 ¡Ç - 1400 ë. 
]¨╊を - 400 ë.

╃けしすぇゃおぇ ぉっしこかぇすくけ.
〈.  8-912-20-48-356, 

4-47-29 [╄╉╊┿╋┿

╃かは すった, おすけ ちっくうす しゃけっ ゃさっきは 
う ぉっさっあひす しゃけう くっさゃに!

╇ ╆かちむくそうつさそす ╆【¨ け 『〉 ╇ふ すそきかてか 
くあさあくあてへ つしかおとまはけか うけおふ とつしとえ:

だâÜë½¿ñÖóñ ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Öí £ñ½ñ¿áÖ▲ñ Üôíïö¡ó ó  
ÑÜ½Üç¿íÑñÖó　

だâÜë½¿ñÖóñ Öíï¿ñÑïöçñÖÖ▲ê äëíç 
だâÜë½¿ñÖóñ ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Ñ¿　 äëóçíöó£íîóó ¡çíëöóë 
ぢÜÑÇÜöÜç¡í ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç ¡ ïÑñ¿¡ñ ¡Üä¿ó-äëÜÑí¢ó ó  

ÑíëñÖó0
だâÜë½¿ñÖóñ ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Öí Çíëí¢ó, ïíÑÜç▲ñ Üôíïö¡ó 
だâÜë½¿ñÖóñ ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Öí ççÜÑ ç ~¡ïä¿Üíöíîó0  

Üßéñ¡öÜç ÖñÑçó¢ó½ÜÇÜ ó½Üàñïöçí
だ¡í£íÖóñ Üï¿ÜÇó ç äÜ¿ÜôñÖóó  öñêÖóôñï¡óê Üï¿Üçóú ó  

ëí£ëñüñÖóú Öí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ Üßéñ¡öÜç ÖñÑçó¢ó½Üïöó 
でÜïöíç¿ñÖóñ ÑÜÇÜçÜëÜç ¡Üä¿ó-äëÜÑí¢ó ó ÑíëñÖó　  

(Ñ¿　 âó£óôñï¡óê ó 0ëóÑóôñï¡óê ¿óî), äÜÑÇÜöÜç¡í ó äñôíöá 
ïÜÇ¿íüñÖóú Ü ëí£Ññ¿ñ ÑÜ½Üç¿íÑñÖóú ó £ñ½ñ¿áÖ▲ê Üôíïö¡Üç

でÜäëÜçÜ¢ÑñÖóñ ïÑñ¿Ü¡ ÑíëñÖó　 ó ¡Üä¿ó-äëÜÑí¢ó 
ぢÜÑßÜë çíëóíÖöÜç Ñ¿　 äëóÜßëñöñÖó　 ó äëÜÑí¢ó  

Üßéñ¡öÜç ÖñÑçó¢ó½ÜÇÜ ó½Üàñïöçí
ùëóÑóôñï¡óñ ¡ÜÖïÜ¿áöíîóó 

ぐÑñ½ çíï äÜ íÑëñïÜ: äñë. と¿ÜßÖ▲ú, 12, ¡íß. ヽ 17
ぢぞ-ぶど ï 14.00 ÑÜ 17.00  ぢど ï 13.00 ÑÜ 16.00  でゐ ï 9.00 ÑÜ 12.00  

¡ëÜ½ñ äÜï¿ñÑÖñú ïÜßßÜö▲ ½ñï　îí
ïäëíç¡ó äÜ öñ¿. 8 (34369) 4-32-46, 4-12-61
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

ズゲゼゲ-ヅヱヴゲザ
8-902-27-45-093

[╄
╉╊

┿╋
┿〈さっぉせっすしは 

きっくっょあっさ こけ 
こっさしけくぇかせ. 

¨こにす さぇぉけすに 
けぉはいぇすっかっく

(343) 290-36-03

[╄
╉╊

┿╋
┿

]ょぇの
╃ゃせたおけきくぇすくせの 

おゃぇさすうさせ
せか. ╉けしにた, 2/5, 

╋っぉっかぬ. 
16000 させぉ.

8-912-62-43-926

[╄
╉╊

┿╋
┿

17 はくゃぇさは 
ゃ 18:30

]けしすけうすしは しけぉさぇくうっ 
こっさゃうつくけえ ゅけさけょしおけえ 

けさゅぇくういぇちうう 
╀¨¨ う [ 

こけ ぇょさっしせ: 
せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 1

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿



• せか. ]ゃけぉけょに, こさけょぇき うかう こけきっくはの くぇ 
1-, 2-おけきく. おゃ-させ ょけき, 40 き2, ぉさっゃっくつ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, 2 おけきくぇすに, おせたくは, ぉぇくは, 10 
しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ., てうさけおぇは せかうちぇ, 
こけ せかうちっ – ちっくすさぇか. おぇくぇか., せつぇしすけお 
おゃぇょさぇすくにえ, こっさっょ ょけきけき – ぉけかぬてぇは 
こけかはくぇ. 『. 2300 す.さ.
• せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉさっゃ. ょけき, 30 き2, 1 
おけきく. + おせたくは; ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. おぇ-
くぇか. さはょけき. 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1700 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ おゃぇさすう-
させ. [ぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, 2 ねすぇあぇ, 
6 しけす. いっきかう, こっつ. けすけこかっくうっ, かっすく. 
ゃけょけこさけゃけょ. 『. 1200 す.さ.
• こっさ. 8 ]っゃっさくにえ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, 
70/40/30, ゅぇい, ゃけょぇ, おうさこ. ょけき, ぉぇくは, 
10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., けぉきっく, さぇししきけすさの 
かのぉけえ ゃぇさうぇくす. 『. 3200 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. 】けさしぇ, 70 き2, 3 おけきく. + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす, ょせて. おぇぉうくぇ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, しすっおかけこぇおっすに, きっすぇかかけつっさっこ. 
おさにてぇ,  しけしす. たけさけて. 『. 2500 す.さ. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, ゅぇい, ゃけょぇ, 
2 おけきく., おせたくは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1500 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
57 き2, 3 おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 9 しけす. いっきかう. 『. 2400 す.さ.
• せか. ‶うけくっさしおぇは, 3 おけきくぇすに, おせたくは, 
こけょゃぇか, すせぇかっす, ゃぇくくぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, ぉけかぬてけえ ょゃけさ, てうさけおぇは せかうちぇ, 
7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃっく. 『. 2300 す.さ.
]ぇょに
• ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, けしす. «【ぇたすぇ ぃあ-
くぇは», お/し わ10, 3 しけす., おうさこうつ. ょけき, 
ねか-ゃけ, ゃけょけこさけゃけょ, こけしぇょおう, こさけこう-
しおぇ. 『. 450 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, こっつくけっ 
けすけこかっくうっ, せつぇしすけお くぇ ゃけいゃにてっく-
くけしすう, ゃけいかっ さっおう. ぁか-ゃけ, しゃぇあうくぇ, 
さぇいさぇぉけすぇく, すっこかうちぇ, 4,5 しけす. いっきかう 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, 20 き2, せか. ┿くせつうくぇ, 
ねかっおすさ-ゃけ, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 270 す.さ.
• ゅぇさぇあ ゃ さぇえけくっ すせぉょうしこぇくしっさぇ. 
『. 400 す.さ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╋┿[〈»
せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2ょ, けそ. 28.

〈っか. 8-912-208-70-34,
4-29-02

]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ., せ/こ, こ. ]けゃっすしおうえ.
╋╄′ぅぃ
• 3-おけきく. おゃ. くぇ 2-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ こけ せか. ╋うさぇ, 1, 3.
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ 
きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶, «たさせと.».
• 2-おけきく. おゃ., «ぉさっあ.», ゃ たけさ. しけしす., ょけ 
5 ねすぇあぇ, ′╀‶.
• 2-おけきく. おゃ.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. ╋うさぇ, 1, 17,5 き2, 3/5, おうさこ. 
『. 750 す.さ.
• おけきくぇすぇ 17,6 き2 ゃ 2-おけきく. おゃ., せか. 
╃っおぇぉさうしすけゃ, 20, 3/5, こぇく. 『. 850 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, 34/15/8, 
1500 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こけし. ╊っくうくしおうえ, 2/2, ょっさ., 50/40/8, 
っしすぬ ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, すせぇかっす, おけきくぇ-
すに ういけかうさけゃぇくに. 『. 780 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 20, し/こ, 67/40/10, おけきく. 
ういけか., 2 ねすぇあ, し/せ しけゃきっと., っゃさけさっ-
きけくす, けたさぇくはっきにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 
『. 3050 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 59/37/7,5, 
5/5, おうさこ., かけょあうは 6 き. 『. 2300 す.さ.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 14, 2/5, こぇくっかぬ, っゃ-
さけさっきけくす, 62/40/9. 『. 2770 す.さ.
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 10ぇ, 2/4, しけしす. たけさ., 
2 ういけかうさ., 1 こさけたけょくぇは. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく. 『. 2100 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23ぇ, 2/3, おうさこうつ, しこっち. こさけっおす, 66 き2, 
ぉぇかおけく, せょぇつくぇは こかぇくうさけゃおぇ, っしすぬ いぇ-
おさにすにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 『. 2370 す.さ.
• ′╀‶, せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, 66/41/9, 
2/5, こぇく., おけきくぇすに ういけかうさ., こさけしすけさ-
くにえ おけさうょけさ, しぇくせいっか さぇいょっか., ぉけかぬ-
てぇは おせたくは, かけょあうは 6 き. 『. 2600 す.さ. 
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 3, 2/5, こぇく., しすっおかけ-
こぇおっすに, けぉけう こけょ こけおさぇしおせ. 『. 2100 す.さ.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 2, 2/5, こぇく., 
62/45/6,5, ゅぇい. おけかけくおぇ. 『. 2200 す.さ.
• ゅ. ′っゃぬはくしお, せか. ╊っくうくぇ, 21, 2/5, 
おうさこ., 70/50/10, ぇゃすけくけきくけっ ゅぇいけゃけっ 
けすけこかっくうっ, しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, せ/こ, 5/5, 
60/40/8, かけょあうは 6 き, しけしす. たけさ.
『. 2250 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ., 
さぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 7ぇ, 1/5, おうさこうつ, 
60/40/9, かけょあうは 6 き2. 『. 2200 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, し/こ, ょゃせたせさけゃくっ-
ゃぇは, 2-3 ねすぇあう, 116,5/51/14, 2 ぉけかぬ-
てうっ かけょあうう, 2 しぇく. せいかぇ (ゃぇくくぇ う 
ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ). 『. 4300 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 2/9, 76/9, かけょ-
あうは 6 き, し/せ さぇいょ., おけきく. ういけかうさ., しすっ-
おかけこぇお., しっえそ-ょゃっさう, しうゅく., たけさ. しけしす. 
『. 3000 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.
╃けきぇ
• こ. ╇いけこかうす, こっさ. ╉さにきしおうえ, 40 き2, 
2 おけきく. + おせたくは, ぉさっゃっく., こさうしすさけえ 
てかぇおけぉっすけく, こぇさ. けすけこかっくうっ, おけかけ-
ょっち ゃけ ょゃけさっ, 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃっくく. 
『. 2150 す.さ. ╇かう さぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ くぇ おゃぇさすうさせ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ぉさっゃ., 4 おけきくぇすに, 
おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 6 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ., しけしす. たけさけてっっ. 『. 
2400 す.さ.
• せか. ╁ぇさかぇおけゃぇ, ょけき ょっさっゃはく., ゅぇい 
ゃ ょけきっ, ゃけょぇ こけ せかうちっ, 10 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2200 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• ′╀‶, せか. ╀っかうくしおけゅけ, ょっさっゃ., けぉかうち. 
おうさこ., 50/35/10, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 6 
しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ., しけしす. けつっくぬ たけ-
さけてっっ, せたけあっく, こけしぇょおう ゃしっ. 『. 2400 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. + 
ょけこかぇすぇ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╁╄[′╇╉»
╀にゃてうえ «[┿╁-╊〈╃»

′けゃけぉっさっいけゃしおうえ こけし., 
せか. 』ぇこぇっゃぇ, 41

〈っかっそけくに: 
8-908-90-31-708, 
8-902-26-24-785,

8-953-38-73-780, 3-13-22

《うさきぇ ┿′ «[┿╁-╊〈╃», こ. ╋けくっすくにえ, 
しきっくうかぇ くぇいゃぇくうっ くぇ ┿′ «╁っさくうお» う 
こっさっったぇかぇ こけ ぇょさっしせ せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 4.

╉〉‶╊ぃ
• 1-2-3-おけきく. おゃ., ゃっすたうえ ょけき うかう せつぇ-
しすけお.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 
18 き2, 2/5, ぉぇかおけく. 『. 850 す.さ.
• せか. ╋うさぇ, 3, 13 き2, 5/5. 『. 600 す.さ. 
• ゃ 5-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 
6ぇ, 18 き2, くっょけさけゅけ. 『. 550 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 21, 4/5, 
せ/こ. 『. 1450 さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 2, 1/4. 『. 1330 す.さ.
• こけし. ╀╆]╉-10, こぇくっかぬ, 16 き2, こ/ぉ. 
『. 550 す.さ.
• ′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 23, 1/5, 
33/18/6, せ/こ, おうさこうつ. 『. 1350 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 
2/2, おうさこ. 『. 880 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╋ぇゅくうすおぇ, せか. 
╀せさうかぬとうおけゃ, おうさこ., 3/3, «たさせと.». 
『. 880 す.さ. 
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 2/4. 
『. 1400 す. さ.
• ′╀‶, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, 3/5.
‶さけょぇき うかう けぉきっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. 
+ ょけこかぇすぇ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
おうさこうつ., 2/4. 『. 1230 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 9/2, 2/5. 
『. 1480 す.さ.

]╃┿╋
• こけきっとっくうっ こけょ けそうし, せか. ╉さ. ╂っさけ-
っゃ, 2ょ, 3 ねす., 35 き2, 300 さ./き2, すっかっそけく, 
うくすっさくっす. 〈っか. 8-922-17-99-230.
╋╄′ぅぃ
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-おけきく. おゃ. 
(こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ). 〈っか. 8-902-26-
02-030.
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 16, こぇくっかぬ, 
35/19/9, せ/こ, 1/5, けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
くぇ ]けゃっすしおけき. 〈っか. 8-922-19-44-752. 
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• 2 おけきくぇすに, せか. ╋うさぇ, 3, 4/5, おうさ-
こうつ, 25 き2, ゃけょぇ ゃ おけきくぇすっ, しっおちうは 
くぇ 2-た しけぉしすゃっくくうおけゃ. 『. 950 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 4, こぇくっかぬ, 4/5, 
33/19/6. 『. 1400 す.さ. 〈けさゅ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 10ぇ, おうさこうつ, 3/5, 
しけしす. たけさ. 『. 1520 す.さ. 〈っか. 8-922-
19-44-752.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, おうさこうつ, 4/5, 
59/42/6,5, しけしす. くけさき. 『. 2150 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, こぇくっかぬ, 9/9, 
64/44/7, しけしす. くけさき. 『. 2350 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
╃けきぇ/ おけすすっょあう 
• ょけき, こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえゅけさけょけゃぇ, 
75/50/12, こぇくっかぬ, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 8 しけす. 
いっきかう, たけさ. さっきけくす. 『. 3000 す.さ. 
〈けさゅ うかう けぉきっく くぇ ょゃっ 1-おけきく. おゃ-
さに ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-902-26-
02-030.
• ょけき, こ. ╋けくっすくにえ, せか. 8 きぇさすぇ, 
75/50/12, ょっさっゃけ/ぉかけお, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃにゅさっぉ, 12 しけす. いっきかう, たけさ. さっきけくす, 
せたけあっく. しぇょ. 『. 2600 す.さ. 》けさけてうえ 
すけさゅ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• ょけき, せか. ╁ぇえくっさぇ, 63 き2, 4 おけきくぇ-
すに, おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ. 『. 2800 
す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• ょけき, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ (こ. ╉ぇかうくけゃ-
おぇ), せか. ]けょさせあっしすゃぇ, 45 き2, 6 しけす. 
いっきかう, しけしす. くけさき. 『. 2500 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 46 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは. 
『. 2800 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ╉っょさけゃぇは, 170 き2, ゃ すけき つうしかっ 
こけょゃぇか 80 き2, 1 ねすぇあ あうかけえ, ゃけょぇ, 
ねか-ゃけ, 11 しけす. 『. 3900 す.さ. ╇かう けぉ-
きっく くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ くけゃけしすさけえおっ, し 
ょけこかぇすけえ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつ-
くぇは, 360 き2, こけょ つうしすけゃせの けすょっかおせ, 
ゅぇさぇあ-きぇしすっさしおぇは, ぉぇくは し ゅぇいけゃにき 
けすけこかっくうっき, 10,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 
10200 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╀けかぬくうつくぇは, こぇく./
ょっさっゃけ, 1 ねすぇあ + きぇくしぇさょぇ, 120 き2, 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃにゅさっぉ, 18 しけす., さはょけき 
かっし, ゃけょけっき. 『. 1800 す.さ. 〈けさゅ. 
〈っか. 8-922-17-99-230.
• あうかけえ ょけき, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╆ぇ-
ゃけょしおぇは, ょっさっゃけ, 35 き2, 14 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬす., ゅぇい こけ 
せかうちっ. 『. 650 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-
030.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• おけか. しぇょ わ 78, さはょけき けいっさけ «╅せかぇ-
くけゃしおけっ», 4,7 しけす. ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 150 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• こ. ╋けくっすくにえ, 8 しけす. ゃ しけぉしす., ゃけょぇ, 
ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ. 『. 850 
す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230. 
╂ぇさぇあう
• せつぇしすけお わ 11, おぇこうすぇかぬくにえ, 
27 き2, はきに しきけすさけゃぇは う けゃけとくぇは. 『. 
110 す.さ. 〈っか. 8-922-19-44-752.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 3/9, 62/38/8. ╇かう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 1/9, たけさ. さっ-
きけくす. 『. 2400 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, ういけかうさ., 63 き2. 
『. 2150 す.さ.
• せか. ╉けしにた, 8, 1/5, 60/39/6, «ぉさっあ.». 
『. 1900 す.さ. ╁けいきけあくぇ うこけすっおぇ, かうぉけ 
けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. くぇ ]けゃっすしおけき 
+ ょけこかぇすぇ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, ょっさっゃ. 
1/2. 『. 850 す.さ.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 54/36/6, 
おうさこ. 『. 2050 す.さ.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
3/6, せ/こ, ]‶, おうさこ., 101,3/57,4/15, 2 
かけょあ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, 1/5, おけきく. 
ういけか. 『. 2050 す.さ.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえ-
ゅけさけょけゃぇ, ょっさっゃはく., けぉかけあっく こっくけ-
ぉかけおけき, 40 き2, ぉぇくは, 5 しけす. いっきかう. 
『. 1100 す. さ.
• 1/2 ょけきぇ, ′╀‶, せか. ‶っさゃけきぇえしおぇは, 
6 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ.
• ′╀‶, せか. ┿さきぇすせさとうおけゃ, 54 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, 6 しけす.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ (ちっくすさ), せか. ╉ぇかうくう-
くぇ, 62 き2, ょっさっゃ., 14 しけす. いっきかう. 
『. 1200 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. いっきかう, ゃっすたうえ ょけき. 『. 900 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けしくけ-
ゃぇは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., くぇ おけくちっ せつ-
おぇ かっし. 『. 1400 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, 35 き2, 12 
しけす., ょっさ. ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい. 
『. 1150 す.さ.
• せか. ╉うさけゃぇ, ょっさっゃはくくにえ, ぉぇくは, 
ゅぇい. 『. 2300 す.さ.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす. いっきかう, 
しおゃぇあうくぇ, かっし. 『. 1200 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 240 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 10 
しけす. 『. 6300 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, せか. ╂けさくぇは, おけす-
すっょあ し きぇくしぇさょ., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇか., 
おさにす. ょゃけさ, ぉぇくは, 6 しけす. 『. 2500 す.さ. 
╇かう けぉきっく.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, こっさ. 7-え ]っゃっさくにえ, 
くっょけしすさけえ, 220 き2, おうさこうつ, 8 しけす. 
いっきかう, しけぉしすゃっくくけしすぬ. 『. 4500 す.さ.
]ぇょに
• こ. ╋けくっすくにえ, 6 しけす., ぉぇくは. 『. 150 す.さ.
•  44 おゃぇさすぇか, 3 しけす., ょけき し きぇくしぇさょ., 
ゃけょけっき. 『. 380 す.さ.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 6 しけす., 2-ねすぇあ. 
ょけき, 36 き2, ねか-ゃけ. 『. 380 す.さ.
• [っあっゃしおけえ すさぇおす, 17 おき, 4 しけす., 
2-ねすぇあ. ょけき, ょっさ., 6た6. 『. 550 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇかぇ, ゃ し/す «[けょくうお», 7 
しけす. いっき. 『. 350 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 10 しけす., 2-ねす. ょけき, 
ぉぇくは. 『. 500 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 4 しけす. 『. 130 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 3 しけす. 『. 70 す.さ.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう 
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 12 しけす., 
けおけかけ かっしぇ, さぇいさぇぉけすぇく. 『. 700 す.さ.
• こ. ╉かのつっゃしお (ちっくすさ), せか. ╆ぇゃけょ-
しおぇは, 12,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 850 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╀うかうきぉぇえ, ゃっすた. 
ょけき, 17 しけす., ゅぇい. 『. 650 す.さ.
• さぇぉ. こ. ╁. ′っえゃうくしおうえ, 11 しけす. ゃ 
おけすすっょあくけき こけしっかおっ, くぇ ゅけさっ せ かっしぇ, 
けつっくぬ あうゃけこうしくけっ きっしすけ, ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 450 す.さ. 〈けさゅ. ][¨』′¨.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす. 『. 850 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╄かけゃぇは, 18 しけす. 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, ゃ たけさ. あうゃけこうしくけき 
きっしすっ. 『. 550 す.さ.
• こけし. ╉っょさけゃおぇ, 10 しけす. 『. 750 す.さ.
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 6 
しけす. いっきかう, そせくょぇきっくす + ぉかけおう. 
『. 1430 す.さ.
〉つぇしすおう
• せつ-お こけょ きぇゅぇいうく, こけし. ╉かのつっゃしお, 
うかう けぉきっくはの くぇ ぇゃすけきけぉうかぬ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, さ-く 7 ておけかに. 『. 120 す.さ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ. 『. 80 す.さ. 〈けさゅ.
• ′╀‶, しきけすさけゃぇは, けゃけと. はきに, 6た8. 
『. 300 す.さ.

]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
]╃┿╋
• ╉けきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 
けすょ., 12. 〈っか. 8-909-70-32-322.
• ╉けきくぇすせ 11 き2 ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 
╇しぇおけゃぇ, 18. 『. 6 す.さ. 〈っか. 8-902-26-
02-271.
• ╉けきくぇすせ 14 き2 ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 
╇しぇおけゃぇ, 18. 『. 7 す.さ. 〈っか. 8-902-26-
02-271.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
╋╄′ぅぃ
• おけきくぇすせ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ くぇ あうかぬっ 
ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-912-20-87-034.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに 
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『うけか-
おけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, おけきくぇすに 
ういけかうさ., 21 き2, しけしす. たけさけてっっ, ゃけいきけ-
あっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『う-
けかおけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, ぉぇかおけく, 
おけきくぇすに しきっあくにっ, 23 き2, しけしす. たけ-
さけてっっ, ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. 
おゃ., し ょけこかぇすけえ. 『. 1100 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, 4/5, おうさこ., 
44,4/29/6, しぇくせいっか さぇいょ., おけきく. ういけ-
かうさ., しけしす. たけさけてっっ. 『. 1900 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, 4/4, 52,9 き2. 
『. 2000 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
〈っか.  8-902-26-02-271.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 8/9, 80 き2, さっきけくす. 『. 
3600 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271. 〈¨[╂.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 7/9, こぇくっかぬ, 
58,2/37,8/7, し/せ さぇいょ., おけきくぇすに 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 2250 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, 
ぉぇかおけく, 2 しきっあくにっ, 2 ういけか., し/せ しけゃき., 
67,6/44,9/6,4 き2, しけしす. たけさけてっっ. 
『. 2300 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
╃けきぇ
• 1/3 ょけかう  ょっさっゃはくくけゅけ ょけきぇ, せか. 
╉けききせくに, 25 き2, せつぇしすけお 4 しけすおう. 『. 
850 す. さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• せか. ╂けさくはおけゃ, ょっさっゃ., 10 しけす., 45 
き2, 3 おけきく., ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, ぉぇくは. 
『. 2500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
おゃぇさすうさせ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
╉けすすっょあう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
ゃ おけすすっょあくけえ いぇしすさけえおっ, 160 き2, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ, 
せつぇしすけお 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 『. 
6500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ 
ゃ くけゃけしすさけえおっ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, こっさ. ′ぇゅけさくにえ, 
おうさこうつ, 250 き2, 3 ねすぇあぇ, ゃしっ おけききせくう-
おぇちうう, さはょけき かっし, ぉっい ゃくせすさっくくっえ けす-
ょっかおう, せつぇしすけお 8 しけす. 『. 8000 す.さ. 〈けさゅ.
〈っか. 8-902-26-02-271.
• せか. ╉けききせくぇさけゃ, 200 き2, おうさこ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ねか-ゃけ 
380, 6 おけきくぇす, しぇせくぇ, ゅぇさぇあ, 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, せつ-お 6 しけす. 
『. 7500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ねすぇあくにえ, 170 
き2, ぉかぇゅけせしすさ., くけゃにえ, せつ. 6 しけす., 
ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは. 『. 4200 す.さ. 
〈けさゅ. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ 
くぇ おゃぇさすうさせ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
〉つぇしすおう
• せか. 〉さぇかぬしおぇは, 7 しけす., くぇ せつ-おっ 
ゃっすたうえ ょけき, 30 き2. 『. 1500 す.さ. 
╁けいきけあっく すけさゅ うかう けぉきっく くぇ 
おゃぇさすうさせ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ おけか. しぇょせ «╃ぇかぬくうえ 
╀っさっいうす», 12 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 
『. 500 す.さ.  ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ ぇゃ-
すけきけぉうかぬ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ おけか. しぇょせ «╃ぇかぬくうえ 
╀っさっいうす», 6 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 『. 250 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ ぇゃすけきけぉうかぬ. 
〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, 12 しけす., さはょけき:  
おけききせくうおぇちうう, かっし. 『. 950 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271. ][¨』′¨.
• お/し «ぃぉうかっえくにえ» こ. ╉っょさけゃおぇ, 
6 しけす., かっすく. ょけき, 3た6, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, 
ぉぇくは. 『. 450 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-
271.
• お/し, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす., ょけき 80 
き2. 『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.

┿′ «╉╁┿[〈╇[┿.╃¨╋. ¨《╇]»
′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 26,
2 ねすぇあ (ゃたけょ しけ ょゃけさぇ).

〈っか. 3-22-90,
8-912-246-92-50,

╊のょきうかぇ ┿ょぇきけゃくぇ,
8-912-268-71-85,
′うくぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ,
8-906-810-96-48,

′ぇすぇかぬは ┿かっおしぇくょさけゃくぇ
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. う ょけき ゃ ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおけき う こさうかっあぇとうた こけしっかおぇた.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., しぇょ, ゅぇさぇあ ゃ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけき, ′╀‶ う こさうかっあぇとうた 
こけしっかおぇた. ][¨』′¨.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 3/5, こぇく., ゅぇ-
いけゃぇは おけかけくおぇ, S – 31/17,5/6, し/せ 
しけゃき., こけしかっ おけしきっすうつっしおけゅけ さっきけく-
すぇ, しぇくすった. くけゃぇは. 『. 1390 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ′╀‶, せか. ╂けさぬおけゅけ, 4, «たさせと.», 2/3, 
おうさ. おけかけくおぇ, S – 44/28/6, しぇくすった. 
いぇきっくっくぇ, あ/ょ, ぉ, すさっぉ. しぇく. さっきけく-
すぇ. 『. 1550 す.さ.
╃けきぇ
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ょっさっゃ., S – 
63/45/12, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ょさけゃっく. し/せ, 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかうい. ゃ ょけきっ, いっきかう 8 
しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 2800 す.さ.
• ょっさっゃ., ぉっい こっつおう, S – 24 き2, ゃ たけさ. 
しけしす., 12 しけす. ゃ しけぉしすゃ. (いっきかう こけ-
しっかっくうえ), すっこか., ぉぇくは, ゃしっ こかけょけゃ. 
ょっさっゃぬは. 『. 650 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 4た6 うい ╅╀╇, ′╀‶ (ゃ さ-くっ ぉぇししっえくぇ), 
ねか/ねく. っしすぬ. 『. 110 す.さ.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• せつ.  いっきかう, こ. ╋けくっすくにえ, おけか. しぇょ わ 
17, 282 き2, くぇ せつ. っしすぬ かっすくうえ ょけきうお, 
おけかけょっち, しぇあっくちに, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬ-
すうさ.  『. 115 す.さ.
• 8 しけす. ゃ おけか. しぇょせ  «╃ぇつくうお» こけ [っ-
あっゃしお. すさ., けおけかけ こ. ╋けくっすくにえ, ねか/
ねく, ゃけょに くっす. 『. 100 す.さ.

んぞ «ぢづだぱぎででごだぞんず-ゐñë、£Üçï¡óú»,  
Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 310 (3 ~ö.), öñ¿. 5-50-50, 5-50-07.

ぞí çïñ ÖÜç▲ñ ¡çíëöóë▲ äëñÑÜï½ÜöëñÖí ëíïïëÜô¡í, óäÜöñ¡í, Üß½ñÖ Öí çöÜëóôÖÜñ ¢ó¿áñ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 せか. 【うかけゃしおぇは, 30, けそ. 106.

 〈っか. 8-904-17-67-229
8-950-19-17-759

╉〉‶╊ぃ 
• 1-2-おけきく. おゃ., ちっくすさ, ]けゃっすしおうえ 
きおさく. ][¨』′¨.
• しぇょ.
• いっき. せつぇしすけお こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
きけあくけ し ょけきけき.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ょゃっ しきっあくにっ おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 
せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 31 き2, おうさこうつ, 
4/5. 『. 1500 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゃくっ ゅけさけょぇ, けい. ]せくゅせかぬ, しっかけ [にぉ-
くうおけゃしおけっ, せか. ╃きうすさうっゃぇ, 7, 1/2, 
おうさこ., 30,5/18/6, ゃ 100 き けす けいっさぇ, 2 
しけす. いっきかう. 『. 800 す.さ. 
╃けきぇ 
• 〈┿〉′-》┿〉], せか. ]ゃけぉけょに, 120 き2, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき, 7 しけす. ′っょけさけゅけ.
• 1/2 ょけきぇ, ¨ゃけとくけっ けすょ., 40 き2, 2 
おけきく., おせたくは, ゃけょぇ, ゅぇい, さっきけくす, しすっ-
おかけこぇおっすに, ぉぇくは, せ-お 9 しけす.
• くぇ ぉっさっゅせ さっおう ‶にてきに, 48 き2, ぉさせし/こっ-
くけぉかけお し きぇくしぇさょけえ, くけゃぇは しぇせくぇ 30 き2, 
ゅぇさぇあ 60 き2 うい こっくけぉかけおぇ, せゅけかぬくけっ けすけ-
こかっくうっ (おけすっか), ゃけょぇ – しおゃぇあうくぇ, いぇゃっょっ-
くぇ ゃ ょけき, せつぇしすけお 8,5 しけすけお, ゃ お/し わ36.
• せか. ╉. ╋ぇさおしぇ, 29 き2, 15,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく., ゅぇい, ゃけょぇ こけ せかうちっ, きけあくけ 
さぇいょっかうすぬ くぇ 2 せつ. 『. 2400 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, せつ. 10 しけす., 3 おけきくぇ-
すに  + おせたくは, こけかくけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく-
くにえ, さっきけくす, こかぇしす. けおくぇ. 『. 3900 す.さ.
]ぇょに
• くっょぇかっおけ けす 44 おゃぇさすぇかぇ, «[はぉう-
くせておぇ», ょけき 40 き2, ぉさっゃくけ, し きぇくしぇさ-
ょけえ, こっつ. けすけこかっくうっ, 4,7 しけす., ぉぇくは, 
ゃけょけっき, せたけあっく. 『. 1500 す.さ.
• ゃ しすけさけくせ ]すぇさけこにてきうくしおぇ, くぇ ぉっ-
さっゅせ さ. ‶にてきに, お/し わ 61, おうさこうつくにえ 
ょけき 20 き2, きぇくしぇさょぇ, こっつくけっ けすけこかっ-
くうっ, こけょたけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは いう-
きけえ, せつ. 7,7 しけす., かっすくうえ ゃけょけこさけゃけょ, 
さぇいさぇぉけすぇく. 『. 600 す.さ.
• いぇ 【うかけゃおけえ, «′ぇたけょおぇ», 5 しけす., 
かっすく. ょけき, しおゃぇあうくぇ. 『.  400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 7,5 しけす. せつ-けお せたけあっく, 
ょけき し きぇくしぇさょけえ, ぉさっゃくぇ, ぉぇくは, 
しおゃぇあうくぇ, ぉぇししっえく, ゅけすけゃ ょかは いうき-
くっゅけ こさけあうゃぇくうは. 『. 1700 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ102, せつ-おう けす 6 
しけす., ぉっい こけしすさけっお, ゃ かっしせ. 
『. けす 120 す.さ. 
• «╃ぇつくうお», 8 しけすけお, せたけあっく, ょけき 
16 き.
• こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.
• ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し «╊せつ-3», 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに, ょけき ぉさっゃっく. し きぇくしぇさょけえ, こっつく. 
けすけこか., 5 しけす., しおゃぇあうくぇ し こうす. ゃけょけえ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゃ 200 き けす しぇょぇ けいっさけ, こけょ-
たけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは おさせゅかにえ ゅけょ.
╂ぇさぇあう
• 6*5, «╉うさけゃしおうえ», ねか-ゃけ, けゃけと. はきぇ.
• 6*4, «╉うさけゃしおうえ».
• 5*5, さぇえけく ‶すうつぬっえ ゅけさおう.
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¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすぬ いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ. 
¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ くっ-
ょゃうあうきけしすう. ‶さうゃぇすういぇちうは, 
しけゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけ-
ゃけお, しけこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃけ ゃ しせょっ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╉╁┿[〈╇[′¨╄ ╀ぃ[¨
«〈┿〈をぅ′┿»

せか. 〈けかぉせたうくぇ, 13, 
けそうし 60.  〈っか. 3-12-92, 

3-01-21, 8-912-23-20-018, 
8-908-91-45-036

¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃ. いっき. 
せつ-おけゃ. ¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ 
くっょゃうあうきけしすう, こさうゃぇすういぇちうは, しけ-
ゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけゃけお, しけ-
こさけゃけあょっくうっ しょっかけお.

╉〉‶╊ぃ
• 1-2-おけきく. おゃぇさすうさせ, ょけき.
‶[¨╃┿╋ ╇╊╇ ╋╄′ぅぃ
╉けきくぇすに
• せか. ╊ぇゅっさくぇは, 10, 1/2, 16 き2. 『. 630 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 5/5, おうさこうつ. 『. 
1450 す.さ.
• ╀けかぬくうつくにえ ゅけさけょけお, 1/2. 『. 1250 す.さ. 
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]すさけうすっかっえ, 7,  2/5, おけきく. 
しきっあ. ╇かう きっくはの くぇ 3-おけきく. おゃ.
• せか. ╊っくうくぇ, ゃ ょっさっゃ. ょけきっ, 1/2, 
44/28/6, ぉかぇゅ. 『. 1100 す.さ. ¨ぉきっく.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 20, 1/5, 62/46/6. 『. 
2300 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]けさすうさけゃけつ-
くぇは, 1/2, 67/47. 『. 1850 す.さ. ¨ぉきっく 
くぇ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ.
╉けすすっょあう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, 261 き2, 11 しけす. いっき-
かう ゃ しけぉしす., さぇししきけすさうき ゃぇさうぇくす 
けぉきっくぇ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさすぇか, 4,7 しけす., ょっさっゃ. ょけきうお. 
『. 650 す.さ.

¨¨¨ «RESPEKT»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16
(ゃたけょ つ/い きぇゅぇいうく «〉のすくにえ ょけき»).

〈っか. 4-90-01,  8-908-92-71-559
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶[¨╃┿╋

╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• ょけき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╇しぇおけゃぇ, ゅぇい, 
7 しけす. 『. 1600 す.さ.
• おけすすっょあ, 44 おゃぇさすぇか, 150 き2, 10 
しけす., ぉっさっゅ ゃけょけっきぇ. 『. 5200 す.さ.
• せつ-けお, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす. 『. 750 す.さ.
• こ. ╇いけこかうす, "〈せさゅっくっゃ こぇさお", 17 しけす. 『. 
4800 す.さ.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 
«ÂÈÇÈÒ» 
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,

せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 31 ょ, けそ. 411. 
]けゅかぇしけゃぇくうっ 

こっさっこかぇくうさけゃおう.

〈っか. 8-904-54-90-113
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╇‶ 【〉〈¨╁ ぃ.╊.
〈っか. 219-56-27,
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶[¨╃┿╋
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1, 53 き2, おうさこうつ., 
くけゃにえ ょけき. 『. 25 す.さ./き2.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 150,9 き2, 
おうさこうつ, くけゃにえ ょけき. 『. 30 す.さ./き2.

╊のぉにっ ゃうょに しすさけうすっかぬくにた 
さぇぉけす, こさけっおすうさけゃぇくうっ, 

そせくおちうう いぇおぇいつうおぇ, ょういぇえく 
うくすっさぬっさけゃ, しけゅかぇしけゃぇくうっ 

ょけおせきっくすぇちうう, ゃしっ けこっさぇちうう 
し くっょゃうあうきけしすぬの.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «′┿ 〈╄┿〈[┿╊を′¨╈»
 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.

 〈っか. 4-51-81, 8-908-92-06-126, 
8-908-92-12-664

]′╇╋〉
• ょけき.
• 1-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
• いっきっかぬくにっ せつぇしすおう うかう ょけきぇ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, 35,7/21,4/6 (こっ-
さっこかぇくうさけゃぇくけ ゃ 2-おけきく. おゃ.). 『. 1470 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ]すさけうすっかっえ, 9, 2/5, 48,4/34,5.
‶さけょぇき うかう けぉきっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ╉けしにた, 8, 60,5 き2, おせたくは – 10 き2 
(ぉにゃてぇは 4-おけきく. おゃ. し こっさっこかぇくう-
さけゃおけえ). ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
+ ょけこかぇすぇ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 2/5. ╇かう けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
╃けきぇ/おけすすっょあう
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 32 き2, 
ねか-ゃけ, こっつく. けすけこか., 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 700 す.さ.
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, おうさこうつ, 140 
き2 + ちけおけかぬくにえ ねすぇあ, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 12,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 8000 す.さ. 
〈¨[╂.
• あうかけえ ょけき, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ]けしく. 
ぉけさ, こっさ. 5-にえ ]っゃっさくにえ, 215 き2, 
あうかぇは こかけとぇょぬ – 103 き2, こけかくけしすぬの 
ぉかぇゅけせしすさけっく. ╆っき. せつ-お 10,5 しけす. ╁ 
しけぉしすゃっくくけしすう ゃしっ, ゃ たけさけてっき しけしす., 
ぉぇくは, ぉっしっょおぇ, すっこかうちぇ, くぇしぇあょっ-
くうは. 『. 10000 す. さ.
• ょけき, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 
ょっさっゃ., 36 き2, ゃけょぇ, ねかっおすさ., いっきかは – 
16 しけす. 『. 2000 す.さ.
• ょけき, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, おぇきっくくにえ, 
74 き2, ぉかぇゅけせしすさけっく., ぉぇくは, ゅぇさぇあ, 6 
しけすけお いっきかう, ゃしっ ゃ たけさけてっき しけしすけは-
くうう. 『. 4500 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ]すぇくけゃぇは, せか. 1 ╋ぇは, 
こっつくけっ けすけこか., いっきかは 11 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 1270 す.さ.
]ぇょに
• さ-く [っあっゃしおけゅけ すさぇおすぇ, 4 しけす., さは-
ょけき ゃけょぇ, 2-ねす. ょけき, 6*6, くぇしぇあょっ-
くうは. 『. 550 す.さ.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• こ. ]すぇくけゃぇは, せか. ╉っょさけゃぇは, こけょ 
しすさけうすっかぬしすゃけ, 14 しけす., っしすぬ ぉぇくは.
╂ぇさぇあう
• こ. ╉うさけゃしおうえ, ゃにしけおうっ ゃけさけすぇ. 『. 220 
す.さ.
• さ-く 7-え ておけかに, ′╀‶, 6*8. 『. 350 す.さ.

おけか-ゃけ 
おけきくぇす

ぇょさっし
ねすぇあ/

ねすぇあっえ

こかけとぇょぬ 
けぉと/あうか/おせた

ぉぇかおけく/
かけょあうは

ちっくぇ 
す.さ.

こさうきっつぇくうっ

‶[¨╃┿╅┿
1/1 せか. ╇しぇおけゃぇ, 7 1/9 51/17,1/18 かけょあうは 2050 っゃさけさっきけくす, すけさゅ
1/1 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22 9/9 38/19/9 – 1720 けおくぇ ゃけ ょゃけさ
2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 1/5 51/31/8 – 2400 うょっぇかぬくけ こけょ けそうし

2/2
こ. 【うかけゃおぇ, 

こっさ. ╊っくうくしおうえ, 8
1/2 46,4/29,9/7,7 – 1500 + 3 しけすおう

2/1
こ. ╉けしせかうくけ, 

せか. 〉さぇかぬしおぇは, 41
3/5 43,8/30/6 ぉぇかおけく 1700 たけさけてうえ さっきけくす

3/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 3/5 58,2/40,2/6 – 2450 〈¨[╂
′っょゃうあうきけしすぬ ゃ 』ったうう – あうかぇは けす いぇしすさけえとうおぇ

′っょゃうあうきけしすぬ ゃ ╀けかゅぇさうう – あうかぇは う おけききっさつっしおぇは
╉せこかの 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに
]くうきせ 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ┿おぇょっきうつっしおぇは, 24

すっか. 8-912-63-25-825

╇こけすっおぇ, こさうゃぇすういぇちうは 
おゃぇさすうさ う いっきっかぬくにた 

せつぇしすおけゃ.

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü îáù/

æèë/êóõ

áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 8 5/9 34/15/9 ëîäæèÿ 1 215 150 ð.
ñäà÷à 2 êâ. 2012 

ãîäà
8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 9/10 51/18/15 ëîäæèÿ 1 721 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 6/10 51/18/15 ëîäæèÿ 1 746 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 7/10 44/17/9 ëîäæèÿ 1 584 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 7/10 43/16/9 ëîäæèÿ 1 543 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Èñàêîâà, 7 8/9 55/36/12 ëîäæèÿ 2 500 000 ð.
åâðîðåìîíò.

ÑÐÎ×ÍÎ. ÒÎÐÃ.
8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4/9 57/28/10 ëîäæèÿ 1 923 521 ð.
ñäà÷à 2 êâ. 2012 

ãîäà
8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4/9 61/30/10 ëîäæèÿ 2 085 000 ð.
ñäà÷à 2 êâ. 2012 

ãîäà
8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4/9 60/32/10 ëîäæèÿ 2 028 759 ð.
ñäà÷à 2 êâ. 2012 

ãîäà
8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 10 1/5 63/31/13 ëîäæèÿ 2 147 000 ð. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 55/31/9 ëîäæèÿ 1 994 000 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 8/9 65/35/8 ëîäæèÿ 2 347 000 ð. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 1/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 272 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 1,10/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 266 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 2/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 299 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 8/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 332 575 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 5,6/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 399 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 36 7/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 366 000 ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 7À 5/6 58/36/9 ëîäæèÿ 2 450 000 ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 78/48/11 2 ëîäæèè 2 833 694 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 22 1/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 834 000 ð. 1 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 6/9 105/61/12 2 ëîäæèè 3 667 000 ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 4-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 110/67/12 2 ëîäæèè 3 658 000 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé
ïëîùàäü, 

ì2

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà ïðèìå÷àíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Äîì, Çàâîäñêàÿ 1 75 6 4 500 000 ð.

äîì êèðïè÷íûé, 2 ãàðàæà, 

ãàç+âîäà+öåíòð. êàíàëèçàöèÿ, 

íà ó÷àñòêå òåïëèöû, áàíÿ

8-950-550-59-78

Äîì, Âàéíåðà 2 210 6,5 2 600 000 ð.

6,5 ñîò. çåìëè â ñîáñòâåííîñòè, 

2-ýòàæ. äîì èç áðóñà – 210 ì2, 

ñòåêëîïàêåòû, ÷åð. îòäåëêà, 

êàíàëèçàöèÿ, ýë-âî, áàíÿ 4õ4. 

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè

Âàéíåðà

6,5 ñîò. çåìëè â ñîáñòâåííîñòè, 2-ýòàæ. äîì 

èç áðóñà-210 ì2, ñòåêëîïàêåòû, ÷åð. îòäåëêà, 

êàíàëèçàöèÿ, ýë-âî, áàíÿ 4õ4. 

6,5 2 600 000 ð. 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ ýòàæ
ïëîùàäü, 

ì2
öåíà, ðóá îïèñàíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Ãàãàðèíà, 16 1 ýòàæ 405 15 500 000 ð.
äåéñòâóþùèé ïðîìòîâàðíûé 

ìàãàçèí
8-922-29-84-636

Ãàãàðèíà, 18 1 ýòàæ 161 9 200 000 ð.
äåéñòâóþùèé ïðîìòîâàðíûé 

ìàãàçèí
8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 1 ýòàæ 151 9 060 000 ð.

àðåíäíûé áèçíåñ (ïðîäàæà ñ 

àðåíäàòîðîì - áàíêîì, ñðîê àðåíäû 

íà 5 ëåò)

8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 öîêîëü 54 1 070 000 ð. ïîä ñêëàä, ìàñòåðñêóþ 8-922-29-84-636

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1 ýòàæ 110 3 658 000 ð. â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî 8-922-29-84-636
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╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 23.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]
10.00 “╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇”. ╃/]
10.30 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
11.30 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇» (′┿ 

〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00, 17.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇»   
13.30 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.45 «【╉¨╊┿»
15.00 ╉〉╉¨╊を′｠╈ ]‶╄╉〈┿╉╊を ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈
15.40 «TAT-MUSIC»
15.55, 01.20  ′. 》╇╉╋╄〈. «‶¨》╇】╄′′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を». 

]‶╄╉〈┿╉╊を 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨-
╂¨ 〈╄┿〈[┿ ╃[┿╋｠ ╇ ╉¨╋╄╃╇╇ ╇╋. ╉. 〈╇′-
』〉[╇′┿. 2-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 
ぅ╆｠╉╄)

19.00, 00.30 «╁╊┿╃｠╉┿ ╋¨[╄╈». ╃/《
20.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉». 〈/]
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
02.05  «‶¨ぃ〈 ┿[〈╇]〈｠ 〈╄┿〈[┿»
02.30 [. ╁┿╊╇╄╁. «ぁ》, ╋┿【╇′┿, ╋┿【╇′┿…». ]‶╄╉-

〈┿╉╊を 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ 〈╄-
┿〈[┿ ╃[┿╋｠ ╇ ╉¨╋╄╃╇╇ ╇╋. ╉. 〈╇′』〉[╇′┿ 
(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿»
22.20 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.40 》/《 «╋┿╉]╇╋┿╊を′¨╄ 

〉]╉¨[╄′╇╄»
02.40 》/《 «〈╇》╇╈ ¨╋〉〈»
04.25 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
17.55 〈/] «╁]┱ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «‶ぅ〈┿ぅ ╂[〉‶‶┿ 

╉[¨╁╇»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╋¨[《╇╈»
02.35 》/《 «╃╄╊を『｠»
04.25 ╂¨[¨╃¨╉

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.30 〈/] «╋╄′〈¨╁]╉╇╄ ╁¨-

╈′｠» 
15.30, 18.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠-

』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «ぁ[┿ ]〈[╄╊を『┿» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «‶┿〉〈╇′┿» 
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╆╁╄[¨╀¨╈» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «╀┿╊を╆┿╉¨╁]╉╇╈ 

╁¨╆[┿]〈, ╇╊╇ ╁]╄ ╋〉╅╇-
╉╇ - ]╁¨...» 

01.25 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
02.25 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
03.30 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!» 
04.05 〈/] «╋╄[〈╁｠╄ ╃¨ ╁¨]-

〈[╄╀¨╁┿′╇ぅ»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╁╄]′┿ ╋╇╉╄╊┿′-

╃╅╄╊¨», 2 ]╄[╇ぅ
12.15, 16.40, 20.45, 23.00, 02.40 

╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ╁╄╉ [〉]]╉¨╂¨ ╋〉╆╄ぅ
14.20 》/《 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ╉′╇╂┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
1 6 . 1 0  〈 / ]  « ╁ ¨ ╊ 【 ╄ ╀ ′ ¨ ╄ 

╃╄[╄╁¨»
17.45 [¨]]╇╈]╉╇╄ ╆╁╄╆╃｠ ╋╇-

[¨╁¨╈ ¨‶╄[｠
18.40 ╇]╉┿〈╄╊╇
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
22.15 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╁╄]′┿ ╋╇╉╄╊┿′-

╃╅╄╊¨», 3 ]╄[╇ぅ
01.35 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╋¨╋╄′〈
01.55 ╇]╉┿〈╄╊╇

5.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.25 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
7.00, 20.00 «10 +» 
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋! 
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.25 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
11.00, 14.00, 00.15, 02.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
13.10 «[╄╈〈╇′╂»
13.40, 00.00, 03.25 ╁╄]〈╇.RU 
14.10 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
14.55 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿» 
15.25 ╀¨╉]
16.25 》/《 «〈╄′╄╁¨╈ 』╄╊¨╁╄╉»
18.20 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠ 
20.20 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
21.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
22.00 》¨╉╉╄╈. «╃╇′┿╋¨» (╋¨-

]╉╁┿) - «╃╇′┿╋¨» ([╇╂┿) 
00.35 «]〈╇╊╄〈»
00.55, 04.55 TOP GEAR 
02.10 «′┿〉╉┿ 2.0» 
02.40, 03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 ′┿]〈[¨╄′╇╄
8.30 》/《 «]〉╋╉┿ ╇′╉┿]]┿〈¨[┿»
10.20 ╃/《 «╂╄¨[╂╇╈ ╀〉[╉¨╁. 

╂┿╋╊╄〈 ]¨╁╄〈]╉¨╂¨ 
╉╇′¨»

11.10, 15.10, 17.50 ‶╄〈[¨╁╉┿, 38
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «‶╄[╁┿ぅ ‶¨‶｠〈╉┿»
13.40 PRO ╅╇╆′を
14.45 ╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿
15.25 〈/] «╋¨【╄′′╇╉╇»
16.30 ╁[┿』╇
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.50 〈/] «╋¨ぅ ╂[┿′╇『┿»
19.55 ‶[¨╂′¨╆｠
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «〈╇》╇╄ ]¨]′｠»
22.45 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠
00.15 》/《 «』┿] ‶╇╉»
02.20 》/《 «〈｠ - ╋′╄, ぅ - 〈╄╀╄»
04.00 》/《 «〈[╄╁¨╅′┿ぅ ╋¨╊¨-

╃¨]〈を»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
11.00 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «╃′╄╁′╇╉╇ ′ぅ′╇»
18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «]〉‶╄[ ╋┿╉╂[〉╀╄[»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «‶¨]╊╄╃′╇╈ ‶¨-

╁¨[¨〈»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 》/《 «]｠]╉′¨╄ ╀ぃ[¨ 

«《╄╊╇╉]» 
14.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.45 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
17.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
17.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «╂┿′′╇╀┿╊» 
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
01.05 》/《 «╂¨[¨╃ ╆╊┿»
02.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨» 
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
10.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.10 》/《 «〉′╇╁╄[]┿╊を′｠╈ 

]¨╊╃┿〈 3: ]′¨╁┿ ╁ ╃╄╊╄»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 2»
22.00 «╁ ‶¨╇]╉┿》 【┿╋╀┿╊｠»
23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
00.00 》/《 «【╄]〈¨╈ ╃╄′を»
02.15 «』╄]〈′¨» 
03.15 〈/] «[〉]]╉¨╄ ][╄╃]〈╁¨» 
04.00 «╁ ‶¨╇]╉┿》 【┿╋╀┿╊｠»

6.00 ╋/] «[¨]¨╋┿》┿ ╇ ╊ぃ╃╇ 
╇╉]»

6.55 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
7.00 ╋/] «]╉〉╀╇ ╃〉»
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00, 12.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
10.30 》/《 «‶┿[╉ ぃ[]╉¨╂¨ ‶╄-

[╇¨╃┿ - 3»
12.30 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╉[¨╁┿╁｠╈ 

]‶¨[〈»
23.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈[╇╊╊╄[ «╁ ╊〉』┿》 

]╊┿╁｠»
03.15 ╃[┿╋╄╃╇ «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
04.35 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «[╄╆¨′┿′]»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 〈/] «┿╋┿‶¨╊┿»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05, 22.00  «[¨]]╇╈]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ. ′┿』┿╊¨»
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
18.30 〈/] «┿╋┿‶¨╊┿»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 21 ÿíâàðÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.50, 11.20  «‶ぅ〈′╇』′┿ぅ ‶[¨‶¨╁╄╃を» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00, 08.00  «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
07.50  «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»
09.00  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
10.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»
11.30  «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇»   
13.25  «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»
13.40 «′ぁ‶»
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 18.15, 21.15 “》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!”
14.30 “╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «‶[ぅ╋┿ぅ ]╁ぅ╆を». «BALUX»: ‶¨╉〉‶┿╈ 〈┿〈┿[-

]〈┿′]╉¨╄!» 
20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
20.30 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
21.00 “╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
22.00 «]〉‶[〉╅╄]〈╁¨» 》/《
23.40 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
00.10 «』╄〈╁╄[〈｠╈ ╁╇╃». 》/《
01.45  ′. ]┿╈╋¨′. «╁╄]╄╊を』┿╉╇». ]‶╄╉〈┿╉╊を 

╉┿╀╃〈 ╇╋╄′╇ ╉┿』┿╊¨╁┿

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.00 ╁╄』╄[′╇╄ ′¨╁¨]〈╇
18.20 «‶¨╊╄ 』〉╃╄]»
19.10 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «20 ╊〉』【╇》 ‶╄]╄′ 2010 

╂¨╃┿»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 «20 ╊〉』【╇》 ‶╄]╄′ 2010 

╂¨╃┿». ‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄
23.20 ‶[╄╋を╄[┿. ╋╇》┿╇╊ 

╄《[╄╋¨╁ ╁ ╉¨╋╄╃╇╇ 
«╉┿╉[┿╉╇»

02.35 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉ ]╄╁╄[〉 ¨〈 
┿╊ぅ]╉╇»

04.50 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
17.55 〈/] «╁]┱ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «‶ぅ〈┿ぅ ╂[〉‶‶┿ 

╉[¨╁╇»
22.55 ╃╄╁』┿〈┿
23.50 》/《 «╁[┿╂ わ1»
01.50 》/《 «〈╄[[¨[╇]〈»
04.05 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «]‶┿]┿〈╄╊╇» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》: ╂╊┿╁-

′¨╄ ╃╄╊¨» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «ぁ[┿ ]〈[╄╊を『┿» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...» 
20.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
20.55 «′〈╁【′╇╉╇». ┿[╄′┿ 

¨]〈[｠》 ╃╇]╉〉]]╇╈  
22.00 》/《 «╄╂¨[〉【╉┿» 
23.55 〈/] «╀┿╊を╆┿╉¨╁]╉╇╈ 

╁¨╆[┿]〈, ╇╊╇ ╁]╄ ╋〉╅╇-
╉╇ - ]╁¨...» 

01.50 》/《 «╆┿╊╄╆を ′┿ ╊〉′〉» 
03.35 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.40 〈/] «╋╄[〈╁｠╄ ╃¨ ╁¨]-

〈[╄╀¨╁┿′╇ぅ»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╁╄]′┿ ╋╇╉╄╊┿′-

╃╅╄╊¨», 4 ]╄[╇ぅ
12.25, 16.40, 18.20, 01.55 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋｠
13.50 ]〈[┿′]〈╁╇ぅ ╋〉╆｠╉┿′〈┿
14.20 》/《 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ╉′╇╂┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
17.35 『┿[]╉┿ぅ ╊¨╅┿
19.00 ]╋╄》¨′¨]〈┿╊を╂╇ぅ
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 〈/] «′╇╉¨╊ぅ ╊╄ 《╊¨╉»
21.30 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
22.25 ╉¨′『╄[〈 ‶. ╃¨╋╇′╂¨ ╇ 

┿.╋. ╋┿[〈╇′╄]
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.10 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
01.35 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╋¨╋╄′〈

5.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋ 
6.30 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿»
7.00, 20.00 «10 +» 
7.20 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
7.30 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋  
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【! 
9.20 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
9.45 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
10.25 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
11.00, 14.00, 00.30, 01.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
13.10 «′┿〉╉┿ 2.0» 
13.40, 00.00, 03.05 ╁╄]〈╇.RU 
14.10 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿» 
14.45 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠ 
16.30 》/《 «╉[┿》»
18.20 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠ 
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.45 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
21.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
21.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
22.00 》¨╉╉╄╈. «]‶┿[〈┿╉» - 

«]┿╊┿╁┿〈 ぃ╊┿╄╁»
00.50 ╀¨╉]
02.05, 03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 ′┿]〈[¨╄′╇╄
8.25 》/《 «╂╃╄ 042?»
9.50 》/《 «╀╄╆╀╇╊╄〈′┿ぅ ‶┿]]┿-

╅╇[╉┿»
11.10 ‶╄〈[¨╁╉┿, 38
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «‶╄[╁┿ぅ ‶¨‶｠〈╉┿»
13.40 PRO ╅╇╆′を
14.45 ╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿
15.10, 17.50 ‶╄〈[¨╁╉┿, 38
15.25 ]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ 

′┿ ╃¨╋
16.30 ╁[┿』╇
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.50 〈/] «╋¨ぅ ╂[┿′╇『┿»
19.55 ‶[¨╂′¨╆｠
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 ╃¨╀[｠╈ ╁╄』╄[, ╋¨]╉╁┿!
22.50 ′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を
00.30 》/《 «╀╄╂╊╄『｠»
02.10 》/《 «〈╇》╇╄ ]¨]′｠»
03.55 》/《 «╋〉╅』╇′┿ ╃╊ぅ ╋¨-

╊¨╃¨╈ ╅╄′】╇′｠»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
11.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.15 》/《 «]〉‶╄[ ╋┿╉╂[〉╀╄[»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
20.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 COMEDY ╀┿〈〈╊. 〈〉[′╇[
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «‶[╇』╇′┿ ]╋╄[〈╇»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 》/《 «╆╃[┿╁╇ぅ ╅╄╊┿ぃ»
14.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.45 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
17.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
17.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇ 
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «【〈[┿《′¨╈ 〉╃┿[»
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿»
01.05 》/《 «〉╀╇╈]〈╁¨ ‶╄[╁¨╈ 

]〈╄‶╄′╇»
02.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨» 
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
10.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
13.45 》/《 «【╄]〈¨╈ ╃╄′を»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
16.30, 19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
20.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 3»
22.00 «〈┿╈′｠ ╋╇[┿»
23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
23.30 «╉╁┿[〈╄〈 ╇», 』┿]〈を 2
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«╃┿ ╁╇′』╇»
03.15 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»

6.00 ╋/] «[¨]¨╋┿》┿ ╇ ╊ぃ╃╇ 
╇╉]»

6.55 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
7.00 ╋/] «13 ‶[╇╆[┿╉¨╁ ]╉〉╀╇ ╃〉»
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
10.30 ╀¨╄╁╇╉ «╉[¨╁┿╁｠╈ 

]‶¨[〈»
12.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╇]〈¨[╇ぅ 

[｠『┿[ぅ»
23.30 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
00.15 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
01.15 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋¨ぅ ‶╄[╁┿ぅ 

]╁┿╃を╀┿»
03.00 ╃[┿╋╄╃╇ «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.30, 03.20  «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 〈/] «┿╋┿‶¨╊┿»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
16.05 〈/] «[¨]]╇╈]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ. ′┿』┿╊¨»
17.10 «]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
17.30 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
18.30 〈/] «┿╋┿‶¨╊┿»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
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‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.15 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
06.45 «‶〉〈を»
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 《╇╊を╋-╉¨′『╄[〈
09.20 《╇╊を╋ – ╃╄〈ぅ╋. «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 〈┿╈′｠》 

┿╂╄′〈¨╁»
11.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.00 «]〈〉‶╄′╇»
12.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
13.00 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
13.15  ╆. 》┿╉╇╋. «╃¨╅╃を, ╃¨╅╃を…». ]‶╄╉〈┿╉╊を
15.45 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ̈ ╀】╄]〈╁¨.» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00  «╉╁′-2011»
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.35 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《
19.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
19.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
20.30 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
21.15 «]〈[┿》¨╁┿′╇╄ ]╄╂¨╃′ぅ»
21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
22.00 «[ぁ╋╀¨-2». 》/《 
23.45 ╀¨╇ ‶¨ ‶[┿╁╇╊┿╋ TNA ′┿ ╉〉╀¨╉  «TATNEFT»
00.15 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ╃╇]╉¨〈╄╉┿»
01.00 «′¨』′¨╈ ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╉┿′┿╊» 
02.00 «╁╄]′┿» 》/《
03.45 «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»

5.30 》/《 «¨╀¨』╇′┿»
7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
10.10 «]╋┿╉»
10.50 ╉〉╋╇[｠. «╄╁╂╄′╇ぅ 》┿-

′┿╄╁┿»
12.10 «╁¨]]〈┿′╇╄ 』┿╈′╇╉¨╁»
13.10 «╋¨ぅ [¨╃¨]╊¨╁′┿ぅ. 

╋┿[╇ぅ ╉╇]╄╊╄╁┿»
14.00 «╋┿╃┿╂┿]╉┿[: ‶¨╀╄╂ ╁ 

┿《[╇╉〉»
15.30 》/《 «╉╇〈┿╈]╉┿ぅ ╀┿╀〉【╉┿»
17.10 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊-

╊╇¨′╄[¨╋?»
18.10 》/《 «‶[¨╂〉╊╉┿ ‶¨ ‶┿-

[╇╅〉»
19.50, 21.15 «╋╇′〉〈┿ ]╊┿╁｠»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
22.00 «¨╊╄╂ 〈┿╀┿╉¨╁. ぃ╀╇╊╄╈ 

][╄╃╇ ╃[〉╆╄╈»
23.30 》/《 «╉[┿]┿╁』╇╉ 2»
01.50 》/《 «《[┿′『〉╆]╉╇╈ ]╁ぅ╆-

′¨╈ 2»
04.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋¨ぅ 〉╅┿]′┿ぅ 

′ぅ′ぅ»

5.05 》/《 «〈┿╈′┿ ╆┿‶╇]′¨╈ 
╉′╇╅╉╇»

6.45 ╁]ぅ [¨]]╇ぅ
6.55 ]╄╊を]╉¨╄ 〉〈[¨
7.25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ ╅╇╁¨〈′｠》
8.00, 11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
8.20 ╁¨╄′′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
8.50 ]〉╀╀¨〈′╇╉
9.30 ╂¨[¨╃¨╉
10.05 «〉[┿╊を]╉╇╈ ╋╄[╇╃╇┿′»
10.30 «ぅ′ ╂┿╀╇′]╉╇╈ ╇ ╉¨╊╊╄-

╂╇ «╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.45 «╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を»
11.20 «╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を»
11.50 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
12.20, 14.30 〈/] «〈¨』╉┿ ╉╇-

‶╄′╇ぅ»
16.20 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
18.15 ╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇¨′¨╁ ] ╋. 

╂┿╊╉╇′｠╋
19.20, 20.40 》/《 «╉¨╂╃┿ ′┿ ぃ╂ 

〉╊╄〈ぅ〈 ╅〉[┿╁╊╇»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
23.45 『╄[╄╋¨′╇ぅ ╁[〉』╄′╇ぅ 

‶[╄╋╇╇ «╆¨╊¨〈¨╈ ̈ [╄╊»
02.10 》/《 «╁┿╊を╂┿╊╊┿: ]┿╂┿ ¨ 

╁╇╉╇′╂╄»
04.05 ╉¨╋′┿〈┿ ]╋╄》┿
04.50 ╂¨[¨╃¨╉

6.05 〈/] «╁¨]╉[╄]╄′を╄ ╁ ╅╄′-
]╉¨╈ ╀┿′╄» 

7.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋ 
7.25 «]╋¨〈[» 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』» 
8.45 «╇》 ′[┿╁｠» 
9.25 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!» 
10.20 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
10.55 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉ 
12.00 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
13.00, 16.00, 19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!» 
14.00 «〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [¨]]╇ぅ» 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ]╊¨╁¨» 
17.30 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿» 
18.20 «』‶»  
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[ 
19.55 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋ 
21.00 «[〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇» 
21.55 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!» 
22.55 》/《 «‶[┿╁¨]〉╃╇╄ ╁¨╊╉¨╁» 
00.35 》/《 «[╄〈[¨╂[┿╃» 
02.25 «]¨╁╄〈]╉╇╄ ╀╇¨╂[┿《╇╇. 

╁╊┿╃╇╋╇[ ╊╄′╇′» 
03.25 «╅╄′】╇′┿ 『╁╄〈┿ 〈┿′╂¨» 
04.15 〈/] «╋╄[〈╁｠╄ ╃¨ ╁¨]-

〈[╄╀¨╁┿′╇ぅ»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
10.40 》/《 «╃╄╊┿ ]╄[╃╄』′｠╄»
12.10 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.40 》/《 «〈[╇ ╆¨╊¨〈｠》 ╁¨-

╊¨]┿»
14.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.45 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
15.10 ̈ 』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨ぅ〈′¨╄
15.40 ╉¨′『╄[〈 ‶. ╃¨╋╇′╂¨ ╇ 

┿.╋. ╋┿[〈╇′╄] ′┿ ╆┿╊を-
『╀〉[╂]╉¨╋ 《╄]〈╇╁┿╊╄ 
«╊ぃ╀¨╁を - ╇]〈¨』′╇╉ 
╋¨╄╈ ╅╇╆′╇»

16.45 ╃/《 «╀｠〈を ╅╄′】╇′¨╈ ╁ 
╆┿′]╉┿[╄»

17.40 ]‶╄╉〈┿╉╊╇ «╇]〈¨[╇ぅ 
╊¨【┿╃╇»

19.50 ╁╄╊╇╉╇╄ [¨╋┿′｠ 》》 ╁╄╉┿
20.20 ╃/《 «』╄[〈¨╁¨ ╉¨╊╄]¨ 

┿[′¨ ╀┿╀┿╃╅┿′ぅ′┿»
21.05 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
22.00 ╃/《 «]┿╋｠╈ ¨‶┿]′｠╈ 

』╄╊¨╁╄╉ ╁ ┿╋╄[╇╉╄»
00.10 》/《 «]〈[┿》 ╇ 〈[╄‶╄〈»
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
9.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄-

]〈╁┿
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 «10 +» 
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
10.55 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
11.20, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.40 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨» 
12.10 》/《 «』╄[′｠╈ ╂[¨╋» 
14.15 ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿ ‶¨ ╀¨╀]╊╄ぃ 

╇ ]╉╄╊╄〈¨′〉 
15.15 》/《 «〉╊を〈[┿《╇¨╊╄〈» 
16.55 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠ 
18.30 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿» 
19.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
19.20 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠ 
20.30 ╋╄╊を′╇『┿
21.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋  
21.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
22.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
22.25 《〉〈╀¨╊. «┿]〈¨′ ╁╇╊╊┿» 

- «╋┿′』╄]〈╄[ ]╇〈╇»
00.25, 02.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.45 ╉¨′を╉¨╀╄╅′｠╈ ]‶¨[〈 
02.45 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨» 
03.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

5.50 》/《 «╂╊┿╁′¨╄ - 〉]‶╄〈を»
7.35 ╋┿[【-╀[¨]¨╉
8.10 ╃╄′を ┿╇]〈┿
8.30 《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇
8.55 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
10.00 》/《 «╉¨[〈╇╉»
11.30, 17.30, 00.00 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.30 ]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]-

╊¨╋〉
13.20 ╃/《 «┿[′¨ ╀┿╀┿╃╅┿′ぅ′. 

]¨╊′『╄╋ ¨‶をぅ′┱′′｠╈»
14.10 》/《 «ぅ ¨╀‒ぅ╁╊ぅぃ ╁┿╋ 

╁¨╈′〉»
15.55 〈┿╊┿′〈｠ ╇ ‶¨╉╊¨′′╇╉╇
17.45 ‶╄〈[¨╁╉┿, 38
18.05 ′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を
19.10 》/《 «┿ ╁｠ ╄╋〉 ╉〈¨?»
21.00 ‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋
22.10 》/《 «╋╄]〈を»
00.15 》/《 «¨》[┿′′╇╉ ╃╊ぅ ╃¨』╄[╇»
02.30 》/《 «╂╃╄ 042?»
03.55 》/《 «╀╄╆╀╇╊╄〈′┿ぅ ‶┿]-

]┿╅╇[╉┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╃[〉╆をぅ»
10.00 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
12.00 COMEDY ╀┿〈〈╊. 〈〉[′╇[
13.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
14.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
17.00 》/《 «╉〈¨ ‶¨╃]〈┿╁╇╊ 

╉[¨╊╇╉┿ [¨╃╅╄[┿»
19.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
20.00 》/《 «╇╆ ‶┿[╇╅┿ ] 

╊ぃ╀¨╁をぃ»
21.50 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
0 0 . 3 0  》 / 《  « ‶ ¨ ╃ [ 〉 ╅ ╉ ┿ 

′╄╁╄]〈｠»
0 2 . 2 0  ] ╄ ╉ ]  ]  ┿ ′ 《 ╇ ] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
02.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.50 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.50 COSMOPOLITAN

5.35 «『╄′′｠╄ ′¨╁¨]〈╇»
5.45 ′¨╁¨]〈╇
6.15 «]〈╄′╃»
6.30 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
7.00 ′¨╁¨]〈╇
7.30 «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』╇╉». 

]╉┿╆╉┿
8 .55  ╊┿[╇]┿ ╂¨╊〉╀╉╇′┿ 

╁ 《╇╊を╋╄ «]╉┿╆╉┿ ̈  『┿[╄ 
]┿╊〈┿′╄»

10.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.45, 00.00 》/《 «‶[╇╁┿╊¨╁-

]╉╇╄ ╋╇╊╊╇¨′｠», 1-2 
]╄[╇╇

15.00, 03.15 ╄╁╂╄′╇╈ ╄╁]〈╇╂-
′╄╄╁ ╁ ╇]〈¨[╇』╄]╉¨╋ 
《╇╊を╋╄ «╃╄╋╇╃¨╁｠», 
1-2 ]╄[╇╇

18.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «【〈[┿《′¨╈ 
〉╃┿[»

20.00 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 
╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈» 

20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]╄╋をぅ′╇′» 
23.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨» 
6.00 〈/] «╉╂╀ ╁ ]╋¨╉╇′╂╄»
9.00 «ぅ - ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′′╇╉»
9.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.30 «′╄]‶[┿╁╄╃╊╇╁¨]〈を»
11.30 «』╄]〈′¨» 
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14.00 〈/] «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈-

╁╄′′¨╄»
15.40 «╋¨【╄′′╇╉╇»
17.00 «]〉╃を╀┿ 』╄╊¨╁╄╉┿»: 

«‶¨╃╋╄′┿ ‶¨′ぅ〈╇╈»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 ]〈╇╁╄′ ]╇╂┿╊ ╁ ╀¨╄╁╇╉╄ 

«[〉]╊┿′»
22.00 ╀¨╄╁╇╉ «〈〉[′╇[ ′┿ 

╁｠╅╇╁┿′╇╄»
23.45 ╀¨╄╁╇╉ «』╄]〈を ╃[┿╉¨′┿»
01.25 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«╁]‶¨╋╇′┿ぅ ╆┿╉┿〈｠»
03.05 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»

6.00 «》¨[¨【╇╄ 【〉〈╉╇»
7.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╇]〈¨[╇ぅ [｠-

『┿[ぅ»
11.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
14.00 ╋/] «′¨╁｠╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄-

′╇ぅ ╋╄╃╁╄╅¨′╉┿ ╁╇′′╇ 
╇ ╄╂¨ ╃[〉╆╄╈»

15.00 ╋/] «[〉]┿╊¨』╉┿»
15.30 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
17.00 «〉╉[┿╇′]╉╇╈ ╉╁┿[〈┿╊»
18.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
19.15 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╆┿╉¨╊╃¨╁┿′-

′┿ぅ ぁ╊╊┿»
21.00 ╋/《 «╀¨╊を【¨╄ ‶〉〈╄【╄-

]〈╁╇╄»
22.30 «]╋╄》 ╁ ╀¨╊を【¨╋ ╂¨-

[¨╃╄»
23.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
00.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋╄』〈｠ ]╀｠-

╁┿ぃ〈]ぅ»
02.15 ╉¨╋╄╃╇ぅ «〉[¨╉╇ ̈ [╇╄′-

〈┿『╇╇»
04.00 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
04.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «DE FACTO»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.40 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
8.00 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
8.30 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
9.00 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
9.20 «╂〉[╋ぁ»
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿»
12.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
13.05 〈/] «[¨]]╇╈]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ. ′┿』┿╊¨»
15.00, 04.35 ╃/《 «╂╄′╄[┿╊｠ ╂¨[¨╃]╉╇》 ╃╅〉′╂╊╄╈»
16.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
16.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.05 》/《 «╄】╄ ╊ぃ╀╊ぃ, ╄】╄ ′┿╃╄ぃ]を»
18.40 «]╃╄╊┿′¨ ′┿ 〉[┿╊╄»
19.00, 03.05 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00, 04.05 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «╋┿′¨╊╄〈╄»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.15 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
00.40 «′¨』を ╁ 《╇╊┿[╋¨′╇╇»
01.25 》/《 «╃╇╊╇╅┿′]»
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Âîñêðåñåíüå, 23 ÿíâàðÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
06.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄) 
09.00 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
09.30 «]╋╄【╇′╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.45 «【╉¨╊┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
10.00 «〈┿╋』｠-【¨〉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
10.30 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ¨]〈┿′¨╁╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 “┿╁〈¨╋¨╀╇╊を”
12.00, 02.10 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇».  〈/《
12.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»
13.30 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30 〈╁¨[』╄]╉╇╈ ╁╄』╄[ ╋.╇╋┿【╄╁┿ 
15.25 «‶¨ぁ╆╇ぅ»
15.40 «ぁ》¨ ╂¨╊¨]┿ 〈╁¨╄╂¨». 》〉╃¨╅′╇╉ 【┿╋╇╊を 

【┿╈╃〉╊╊╇′
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «‶¨╁╄]〈を ′╄‶¨╂┿【╄′′¨╈ ╊ぃ╀╁╇». 》/《
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.30, 21.30 «7 ╃′╄╈»
19.30 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇» 
20.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
20.45 «╄╊╋┿╈!»
21.00 «╀┿〈｠[｠». ‶[¨╂[┿╋╋┿ ¨ ]‶¨[〈╄
21.20 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
23.00 «╇╂╊┿». 》/《
00.30  «[¨╅╃╄′╇╄ ╆╁╄╆╃｠». 》/《

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «¨[╄╊ ╇ [╄【╉┿»
7.50 «]╊〉╅〉 ¨〈』╇╆′╄!»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.10 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇»
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.30 «《┿╆╄′╃┿»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.20 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
13.20 «╉╁′. 50 ╁╇[〈〉┿╊を′｠》 

╇╂[»
14.20 》/《 «‶[╇╁╄〈, ╉╇′╃╄[!»
16.20 ╁╄』╄[ ╋〉╆｠╉╇ ╋╇╉┿ぁ╊┿ 

〈┿[╇╁╄[╃╇╄╁┿
17.50 》/《 «‶╇[┿〈｠ ╉┿[╇╀]╉¨╂¨ 

╋¨[ぅ: ′┿ ╉[┿ぃ ]╁╄〈┿»
21.00 ╁¨]╉[╄]′¨╄ «╁[╄╋ぅ» 
22.00 «╀¨╊を【┿ぅ [┿╆′╇『┿»
23.00 «【¨〉 ′╇╀╄′╇╋╄′╄-

》╇╊¨»
23.40 «‶¨╆′╄[»
00.40 》/《 «¨′, ぅ ╇ ╄╂¨ ╃[〉╆をぅ»
02.40 》/《 «《╄╈╄[╁╄[╉»

5.35 》/《 «¨╃╇′ ╇╆ ′┿]»
7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
8.55 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
9.35 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 ╃/《 «′¨]╇╉┿ ╆′┿╄〈 ╉┿╅-

╃｠╈. ‶┿╋ぅ〈╇ ╉¨[¨╊ぅ 
ぁ‶╇╆¨╃┿»

12.05 〈/] «〈¨』╉┿ ╉╇‶╄′╇ぅ»
14.00 ╁╄]〈╇
14.20 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.30 〈/] «〈¨』╉┿ ╉╇‶╄′╇ぅ»
16.10 ]╋╄ぅ〈を]ぅ [┿╆[╄【┿╄〈]ぅ
18.05 》/《 «╇】〉 〈╄╀ぅ»
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «╀╄╊¨╄ ‶╊┿〈を╄»
23.05 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.05 ╃╁┿ ╁╄]┱╊｠》 ╂〉]ぅ
00.35 》/《 «』╄[′┿ぅ ]╋╄[〈を»
02.40 》/《 «╇╆ ╁╄』′¨]〈╇»

5.50 〈/] «╁¨]╉[╄]╄′を╄ ╁ ╅╄′-
]╉¨╈ ╀┿′╄» 

6.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠ 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨» 
8.45 «╇》 ′[┿╁｠» 
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!» 
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿» 
11.00 «╃╄╊¨ 〈╄╋′¨╄» 
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
13.00, 16.00, 19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 》/《 «【‶╇╊を╉╇» 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 «[┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇» 
17.20 «╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!» 
18.20 «』‶»  
20.00 «』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄» 
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄» 
21.55 》/《 «╂[┿╅╃┿′╉┿ ′┿』┿╊を-

′╇『┿» 
23.55 》/《 «╇′〈〉╇『╇ぅ» 
01.35 «┿╁╇┿〈¨[｠» 
02.05 «╊┿╁[╄′〈╇╈ ╀╄[╇ぅ» 
03.05 «╂╇╀╄╊を «┿╃╋╇[┿╊┿ ′┿-

》╇╋¨╁┿» 
04.00 〈/] «╋╄[〈╁｠╄ ╃¨ ╁¨]-

〈[╄╀¨╁┿′╇ぅ»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «╁]╄ ¨]〈┿╄〈]ぅ 

╊ぃ╃ぅ╋»
12.15 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ 

╉╇′¨
12.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.25 ¨]〈[¨╁┿
15.20 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
16.05 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
16.35 【╄╃╄╁[｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╋〉-

╆｠╉┿╊を′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿
18.15 ╃/《 «〈[¨ぅ. ┿[》╄¨╊¨╂╇』╄-

]╉╇╄ [┿]╉¨‶╉╇ ′┿ ]〉╃を-
╀¨′¨]′¨╈ ╂¨[╄»

18.30 》/《 «╀┿╊╊┿╃┿ ¨ ]¨╊-
╃┿〈╄»

19.55 ¨]〈[¨╁┿
20.40 ╁ ╂¨]〈ぅ》 〉. ╁╄』╄[-‶¨-

]╁ぅ】╄′╇╄ ┿′╃[╄ぃ ‶╄-
〈[¨╁〉

22.00 ╇〈¨╂¨╁┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ 
«╉¨′〈╄╉]〈»

22.40 》/《 «╂[┿′╇『┿»
00.25 ╃╅╄╋-5
01.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ¨]〈[¨╁┿

5.00 《〉〈╀¨╊. «┿]〈¨′ ╁╇╊╊┿» - 
«╋┿′』╄]〈╄[ ]╇〈╇»

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
9.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
9.20 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.00 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
10.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
11.00 ╋╄╊を′╇『┿
11.30 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
11.50 》/《 «[╄╉[〉〈»
14.00, 20.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.10 ╊¨〈〈¨ ╋╄〈[¨‶¨╊╇〈╄′
14.15 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈» 
15.10 ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿ ‶¨ ╀¨╀]╊╄ぃ 

╇ ]╉╄╊╄〈¨′〉 
16.10 «╀╇┿〈╊¨′ ] ╃╋╇〈[╇╄╋ 

╂〉╀╄[′╇╄╁｠╋»
16.40 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
17.40 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
18.10 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
18.40 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠ 
20.30 《╇′┿′]╇]〈
21.00 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
21.30 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
22.00 》/《 «〉╀╇╈]〈╁¨ ╁ ╀╄╊¨╋ ╃¨╋╄» 
00.00, 02.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈 
00.20 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨╀¨[]〈╁┿ 
02.10 《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿
03.05 TOP GEAR
04.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

5.30 》/《 «┿ ╁｠ ╄╋〉 ╉〈¨?»
7.20 ╃′╄╁′╇╉ ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′-

′╇╉┿
7.55 ‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨-

‶╄╃╇ぅ
8.20 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
8.55 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.40 ′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄
10.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.55 ╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[
11.30, 23.50 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]╄╋を ]〈┿[╇╉¨╁ ╇ 

¨╃′┿ ╃╄╁〉【╉┿»
13.20 ]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ ╃¨╋
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀¨[╇] ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 ╉¨′『╄[〈 ╉[╇]〈╇′｠ ¨[-

╀┿╉┿╈〈╄
16.20 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
16.55 》/《 «╋╇《 ̈ ╀ ╇╃╄┿╊を′¨╋ 

╋〉╅』╇′╄»
21.00 ╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈
22.00 〈/] «‶〉┿[¨ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇»
00.10 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′
01.10 》/《 «]╁┿╃を╀┿»
03.20 》/《 «╀╄╂╊╄『｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 〈/] «╃[〉╆をぅ»
8.55 ╊¨〈¨ ]‶¨[〈 ]〉‶╄[
9.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
9.50 ╊¨〈╄[╄╇: «‶╄[╁┿ぅ ′┿『╇-

¨′┿╊を′┿ぅ» ╇ «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
12.00 ╃/《 «′╄ 》¨』〉 ╀｠〈を ╉┿╉ 

╁]╄!»
13.00 》/《 «╉〈¨ ‶¨╃]〈┿╁╇╊ 

╉[¨╊╇╉┿ [¨╃╅╄[┿»
15.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
17.00 》/《 «╇╆ ‶┿[╇╅┿ ] ╊ぃ-

╀¨╁をぃ»
18.50 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
20.00 》/《 «′╇╉¨╂╃┿ ′╄ ]╃┿-

╁┿╈]ぅ»
22.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 COMEDY WOMAN
01.25 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
02.00 》/《 «╊ぃ╀¨╈ 『╄′¨╈»
03.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.50 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿

6.15 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 
╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»

6.45 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
7.15 ╊┿[╇]┿ ╂¨╊〉╀╉╇′┿ ╁ 

《╇╊を╋╄ «]╉┿╆╉┿ ¨ 『┿[╄ 
]┿╊〈┿′╄»

9.00 «╂¨]‶¨╅┿ ╋╄〈╄╊╇『┿». 
]╉┿╆╉┿

10.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.00, 23.30 ぃ[╇╈ ]¨╊¨╋╇′ 

╁ ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉¨╋ 
《╇╊を╋╄ «╃╄[]〉 〉╆¨╊┿», 
1-2 ]╄[╇╇

13.45, 02.15 ╀¨╀ 》¨]╉╇′] ╁ 
《┿′〈┿]〈╇』╄]╉¨╋ 《╇╊を-
╋╄ «╆┿〈╄[ぅ′′｠╈ ╋╇[», 
1-2 ]╄[╇╇

15.40, 04.10 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁ 
╆┿〈╄[ぅ′′｠╈ ╋╇[». 《┿′-
〈┿]〈╇』╄]╉╇╈ 《╇╊を╋, 
1-2 ]╄[╇╇

17.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
18.00 》/《 «]╄╋をぅ′╇′» 
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 》/《 «╁¨[¨【╇╊¨╁]╉╇╈ 

]〈[╄╊¨╉» 
23.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨» 
6.00 〈/] «╉╂╀ ╁ ]╋¨╉╇′╂╄»
7.00 ╋/] «╀╄′ 10»
7.55 〈/] «╉╂╀ ╁ ]╋¨╉╇′╂╄»
9.05 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
9.40, 14.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.40 》/《 «〈〉[′╇[ ′┿ ╁｠╅╇-

╁┿′╇╄»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
15.00 》/《 «[〉]╊┿′»
17.00 «╅┿╃′¨]〈を»: «╁′╇╋┿-

′╇╄! [┿]‶[¨╃┿╅┿»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «′╄]‶[┿╁╄╃╊╇╁¨]〈を»
20.00 》/《 «¨╀╇〈╄╊を ╆╊┿»
22.00 》/《 «╃[〉╂¨╈ ╋╇[ 2: ぁ╁¨-

╊ぃ『╇ぅ»
23.55 〈/] «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╋╇-

′〉〈┿»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«¨]〈[¨╁ ╂[╄》¨╁»
02.45 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
04.30 «╃┿╊を′╇╄ [¨╃]〈╁╄′-

′╇╉╇»

6.00 «》¨[¨【╇╄ 【〉〈╉╇»
7.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «]┿╋｠╈ 〉╋′｠╈»
10.45 ╋/] «〈¨╋ ╇ ╃╅╄[[╇»
11.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
12.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
13.00 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉┿ぅ ╉¨╋╄-

╃╇ぅ «╆┿╉¨╊╃¨╁┿′′┿ぅ 
ぁ╊╊┿»

14.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
17.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
18.30 «]╋╄》 ╁ ╀¨╊を【¨╋ ╂¨-

[¨╃╄»
19.30 ╋/《 «╊ぃ╀¨‶｠〈′｠╈ 

╃╅¨[╃╅»
21.00 ╃[┿╋┿ «╇╆╂¨╈»
23.45 «〉╉[┿╇′]╉╇╈ ╉╁┿[〈┿╊»
01.15 ╉¨╋╄╃╇ぅ «┿╊╊╄ぅ ]╊┿-

╁｠»
03.10 【¨〉-‶[¨╂[┿╋╋┿ «》¨[¨-

【╇╄ 【〉〈╉╇ ╂¨╃┿. ╆┿ ╁]┱ 
》¨[¨【╄╄!»

05.10 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.35, 13.40 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «DE FACTO»
6.55 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
9.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
12.05 》/《 «╄】╄ ╊ぃ╀╊ぃ, ╄】╄ ′┿╃╄ぃ]を»
13.40 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄. ]‶¨[〈»
14.30 «╋╄╃╁╄╅をぅ ¨》¨〈┿»
15.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
16.00 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
16.20 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
16.40 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
17.00 ╁¨╊╄╈╀¨╊. «〉[┿╊¨』╉┿-′〈╋╉» - «╃╇′┿╋¨» 

(╉┿╆┿′を)
19.15 》/《 «╋┿′¨╊╄〈╄»
21.30 «』〈¨!»
22.05 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
22.25 «╁]┱ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 «]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
00.20 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
00.40 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»
03.05 》/《 «╃╇╊╇╅┿′]»
04.55 «DE FACTO»
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╁けす ゃっょぬ うしすせおぇく. ╁いはゃ しけ しすけかぇ させつおせ, は いぇ-
こうしぇか っきせ くぇ こっさっおうょくけき おぇかっくょぇさっ: «]ぇてぇ 
– うい しけぉぇつくうおぇ. ‶ぇてぇ». ╃けゃっさはえ, くけ こさけゃっさはえ, 
つっさっい こぇさせ ょくっえ けこはすぬ こさうょひすしは しのょぇ くぇゃっ-
ょぇすぬしは, ぇ すけ ねすうき ゃてうゃにき うくすっかかうゅっくすぇき ゃしひ 
ゃさっきは くせあくけ くぇこけきうくぇすぬ, おすけ せ くぇし ゃ しすさぇくっ 
ゅっゅっきけく. 》けすは, こさういくぇすぬしは, しっえつぇし ゃっさうすしは ゃ 
ねすけ し すさせょけき: くっ すはくっき きに, こさけかっすぇさうう, くぇ ゅっ-
ゅっきけくけゃ, ゃさぇおう ねすけ ゃしひ う しぇきけけぉきぇく. ‶けょひさゅぇか 
ゃたけょくせの ょゃっさぬ ゃ おけさうょけさっ: いぇおさにすけ, いぇさぇいぇ. 
╉ぇお あっ けすしのょぇ ゃにぉさぇすぬしは? 《っょう くっす, ぇ お ねすけえ 
ょせさっ し こけかけすっくちっき うょすう くっせょけぉくけ. ′け すぇ こけょけ-
てかぇ しぇきぇ, う いぇつっき-すけ けしきけすさっかぇ きけう ぉけすうくおう:

– ╃ぇゃくけ?
– ′っ こけくはか, ういゃうくうすっ. ╁にえすう けすしのょぇ おぇお? 

』っゅけ ょぇゃくけ?
– ╆くぇつうす, ょぇゃくけ. ╁に っとひ こさうょひすっ, ‶ぇてぇ? 

╋っくは いけゃせす ¨かは, – う けすおさにかぇ おかのつけき ょゃっさぬ, 
– ‶さけてせ ゃぇし. ╃けさけゅせ くぇえょひすっ? ╇かう ゃぇし こさけ-
ゃけょうすぬ?

╄とひ けょくぇ こさけゃけあぇかぬくうちぇ くぇてかぇしぬ. ╄え つすけ, 
すけあっ こうゃぇ いぇたけすっかけしぬ? ╇かう? ╀さけしうか くぇ くっひ 
おけさけすおうえ ゃいゅかはょ: すぇお う っしすぬ, たけかけしすはおぇ せつせは-
かぇ. ╃ぇ くせ っひ, くぇたかっぉぇかしは せあっ ねすけえ しっきっえくけえ 
あういくう, ぇ こけしせょせ いぇ しけぉけえ は う しぇき きけゅせ こけきにすぬ, 
けょっあょせ こけしすうさぇすぬ ょぇ いぇてすけこぇすぬ, っしかう つすけ, 
すけあっ させおう くっ けすゃぇかはすしは. ′っ くせあくに きくっ ねすう 
さぇいゃっょひくおう し しせつぬうきう ゅかぇいぇきう. [ぇいゃっ つすけ すぇお, 
ょかは しくはすうは くぇこさはあっくうは, ぇ くぇ けしすぇかぬくけっ は くっ 
しけゅかぇしっく: せあ かせつてっ あうすぬ けょくけきせ, つっき こけしかっ 
てすぇきこうおぇ ゃ こぇしこけさすっ うい-いぇ つうしすけえ させぉぇておう 
ゃしの あういくぬ きせつうすぬしは. 

– ′っ くぇょけ, は くぇえょせ. ╇, きうかけつおぇ, いぇこけきくう, は 
くっ しけゃさぇか: は – せぉうえちぇ. ぅ – しけぉぇつくうお, う こけつすう 
おぇあょにえ ょっくぬ せぉうゃぇの しけぉぇお, さぇぉけすぇ せ きっくは すぇ-
おぇは. ╁しすさっつぇすぬしは し すけぉけえ – こけあぇかせえしすぇ, すけかぬおけ 
さぇょ ぉせょせ, くけ くぇ ぉけかぬてっっ う くっ さぇししつうすにゃぇえ. ╇い-
ゃうくう いぇ こさはきけすせ. 〈に きくっ くさぇゃうてぬしは, こさぇゃょぇ, 
くけ ねすけ ゃしひ. ぅ – ゃけかお, きけゅせ う いぇゅさにいすぬ, っしかう 
つすけ. ‶けおぇ, は つっさっい ょゃぇ ょくは こさうっょせ, ゃけ ゃすけさくうお 
うかう ゃ こけくっょっかぬくうお, おぇお こけかせつうすしは. ╇, – つせすぬ 
くっ いぇおせさうか は, くっさゃくうつぇは, こさはきけ くぇ かっしすくうちっ, 
– こけしきけすさう, こけあぇかせえしすぇ, いぇ きけうき ]ぇておけえ うい 
こっさっょっさあおう, っゅけ すけかぬおけ ゃつっさぇ こさうゃっいかう, けく ゃ 
けしすさけき. ╄しかう くっす – すぇお くっす, は ぉせょせ くっ ゃ こさっすっく-
いうう. ╃け しゃうょぇくうは, – う こけすけこぇか ゃくうい.

– ╃け しゃうょぇくうは. ‶けしきけすさの, – ょけくっしかけしぬ すう-
たけっ しゃっさたせ.

╇ たさっく し くっえ, っしかう つすけ, ぉぇぉぇ けくぇ, ゃさけょっ, くっ-
こかけたぇは, くっぉさっいゅかうゃぇは, きけあくけ ゃ ぉせょせとっき う こけ-
ぉかうあっ こけいくぇおけきうすぬしは. ┿ っしかう くっょぇかっおけ あうゃひす, 
すぇお う ゃけゃしっ たけさけてけ: ぉせょせ くぇゃっょにゃぇすぬしは お くっえ 
さぇい ゃ くっょっかぬおせ, ょけかの かぇしおう こけかせつうか, くぇ つう-
しすにた こさけしすにくはた ゃにしこぇかしは – う くぇ さぇぉけすせ. ╃ぇ, 
ねすけ たけさけてけ, っしかう あうゃひす ぉかういおけ, たけすぬ ういさっょおぇ, 
くけ きけあくけ ぉせょっす くぇ つぇしけお こけょけかぬてっ こけしこぇすぬ. ┿ 
は つすけ? ╂ゃけいょっえ きけゅせ くぇおけかけすうすぬ, ゅょっ しおぇあっす, 
かぇきこけつおう こけきっくはすぬ, ょぇ こけつうくうすぬ つっゅけ, っしかう 
くっ しかうておけき しかけあくけっ. ╇ きけひ くぇしすさけっくうっ しかっゅおぇ 
こけきっくはかけしぬ お かせつてっきせ, けしけぉっくくけ おけゅょぇ ゃにてっか 
いぇ ゃけさけすぇ. ′っす, たけさけてうっ ょぇつう ねすう ┿ゅぇそせさけゃに 
しっぉっ こけしすさけうかう, すけかぬおけ ゃけす くぇたけょうすぬしは ゃ くうた 
しっえつぇし すはゅけしすくけ, ぇ ょけ さっゃけかのちうう, くぇゃっさくけっ, 
う ぉぇかに ゃ すった こけきっとっくうはた, つすけ は しっゅけょくは こけ-
しっすうか, ぉにかう, ょぇ ょっゃせておう のくにっ くぇ そけさすっこうぇくけ 
うゅさぇかう. ぁすけ あっ くぇょけ すぇお けょくけ うい しぇきにた つうしすにた 
きっしす ゅけさけょぇ ぉけかぬの ういゅぇょうすぬ! 〈ぇお う すはくっす しけ-
ゅかぇしうすぬしは し ╂うすかっさけき, つすけ ゃしった せきしすゃっくくけ 
くっこけかくけちっくくにた ゃ こっつおぇた, おぇお しけぉぇお, しあうゅぇすぬ 
くぇょけ. ′け – くっ しけゅかぇてせしぬ, あぇかおけ きくっ うた ゃしった, う 
しけぉぇお, う かのょっえ. 

] すぇおうき こけかせくぇしすさけっくうっき けょくけきせ きくっ けしすぇ-
ゃぇすぬしは しけゃっさてっくくけ くっ たけすっかけしぬ, う は くぇこさぇゃうか-
しは こっておけき ゃ くぇて けすしすけえくうお, たけすぬ し ╃けぉさにき 
おけかぉぇしおけえ こけょっかのしぬ. ╄しかう ぉに くっ しくせのとうっ こけ 
すさぇししっ きぇてうくに, うょすう ぉにかけ ぉに しけゃしっき こさう-
はすくけ. ╁しこけきくうかけしぬ いぇけょくうき, つすけ うきっくくけ こけ 
ねすけきせ すさぇおすせ ょっおぇぉさうしすけゃ ゃ ]うぉうさぬ ゃっいかう. 
╄しかう しっえつぇし くっ ゃさせす, つすけ ねすけ さぇくぬてっ ゃさぇかう, 
う, ょっしおぇすぬ, う あうかう けくう けすくのょぬ くっ ゃ «いけくぇた» 
こけ すうこせ しすぇかうくしおうた, おぇお ねすけ こけおぇいぇくけ ゃ «╆ゃっい-
ょっ こかっくうすっかぬくけゅけ しつぇしすぬは», ぇ ゃけ ゃこけかくっ ょぇあっ 
おけきそけさすくにた せしかけゃうはた, すけ は こさぇゃうかぬくけえ ょけさけ-
ゅけえ うょせ. 〈けかぬおけ ゃけす しゃっさくせすぬ し くっひ さぇくけ うかう 
こけいょくけ こさうょひすしは, つすけぉに お ╃けぉさけきせ こけこぇしすぬ, ぇ 
すぇき せあっ きけは いけくぇ. ╆ぇしかせあっくくぇは, ぉかうく.

¨こぇくぬおう! ╋うたっえ ゃ ぉせょおっ ゃけいかっ ゃなっいょぇ しすけ-
さけあうす! ¨く つっゅけ, ゃしっ ょっくぬゅう たけつっす いぇさぇぉけすぇすぬ? 
╆ぇ しすけかけき しうょうす, ょっすっおすうゃに しゃけう ゃっつくにっ, くぇ-
ゃっさくけっ, つうすぇっす. 

– ‶さうゃっす! – こけしすせつぇか は しこうさすけくけしくにき そせく-
そにさうおけき ゃ けすおさにすせの ょゃっさぬ. 

– ぁおぇ! – ぇあ けすしすさぇくうかしは すけす, – 〈に ねすけ つっゅけ? 
]っゅけょくは あっ しせぉぉけすぇ!

– ┿ すに つっゅけ? 』すけ くっ ょけきぇ? – けすゃっすうか は ゃけ-
こさけしけき くぇ ゃけこさけし.

– ╃ぇ ょけつおぇ, ょっくぬ さけあょっくうは せ くっひ, – う こさっくっ-
ぉさっあうすっかぬくけ きぇたくせか させおけえ, – ゃけす は う しきにかしは 

けす きけかけょひあう, こせしすぬ ゃっしっかはすしは. ┿ ねすけ つすけ せ すっぉは 
ゃ させおっ?

– ‶けょぇさけお けす ╃っょぇ ╋けさけいぇ. ¨す ‶っすさせたう し 
]ぇておけえ, すけかぬおけ しっえつぇし けすすせょぇ. 

– ╇ おぇお すぇき? – いぇうくすっさっしけゃぇくくけ けすかけあうか すけす 
おくうゅせ.

– ‶けすけき さぇししおぇあせ, – う ゃにかけあうか くぇ しすけか ゃきっ-
しすっ しけ しこうさすけき こけかこぇかおう おけかぉぇしに う ゅさせてせ, – ぅ 
しっえつぇし ょけ しゃけっゅけ ょけぉうおぇ う ゃっさくせしぬ, たけさけてけ? 
〈に すせす こけおぇ さっあぬ ょぇ さぇいかうゃぇえ, すけかぬおけ ぉっい 
きっくは くっ こっえ: けぉうあせしぬ.

╃けぉさにえ ゃしすさっすうか きっくは し くっすっさこっかうゃにき 
けしせあょっくうっき ゃ ゅかぇいぇた. ╄とひ ぉに! ]すけかぬおけ おけしすっえ 
しけあさぇすぬ, う くっ したけょうすぬ くう さぇいせ, すぇお う ゅかぇいぇ 
くぇ かけぉ ゃにかっいすう きけゅせす. ¨すおさにゃ ょゃっさおせ, ゃに-
こせしすうか っゅけ くぇ こせしすにさぬ. ╁けす けくけ, くぇてっ けぉとっっ 
し しけぉぇおぇきう しつぇしすぬっ: きっすさけゃ ょっしはすぬ けすぉっあぇか, 
う, いぇょさぇゃ けぉさせぉけお たゃけしすぇ, ぉかぇあっくくけ かにぉはしぬ, 
けょくけゃさっきっくくけ う こうしぇっす, う おぇおぇっす. ╃ぇ, いょけさけ-
ゃけ っゅけ こさうしこうつうかけ. ′け せかにぉおぇ-すけ, せかにぉおぇ! ╇ 
ゃっょぬ すっさこっか, う ゃ しゃけっえ おかっすおっ ょぇあっ くっ したけょうか, 
おぇお ゃ こさけてかにえ さぇい. ′っせあっかう う ゃ しぇきけき ょっかっ 
っひ しゃけっえ しつうすぇすぬ くぇつぇか? ] けょくけえ しすけさけくに けくけ 
たけさけてけ, ぇ し ょさせゅけえ – けすゃさぇすうすっかぬくけ, くっ ょかは 
あういくう すぇおうっ きっしすぇ. ╁ ょけゅけくはかおう きに しっゅけょくは 
うゅさぇすぬ くっ しすぇかう: いょけさけゃぬっ せ きっくは くにくつっ こけしかっ 
ゃつっさぇてくっゅけ くっ こけいゃけかはっす. ‶さけしすけ こけぉっゅぇかう 
いぇ こぇかけつおけえ, したさせきおぇかう おけかぉぇしおせ うい ょせさょけきぇ, 
う いぇこうかう っひ うい かせあう. ╁けす すぇおうっ きに たけさけてうっ, 
せきくにっ う こけしかせてくにっ. ╇ ゃ ゅかぇいぇた せ くぇし ゃきっしすけ 
こさっあくっえ けぉさっつひくくけしすう ゃくけゃぬ あぇあょぇ あういくう, 
ぇいぇさす せゃかっおぇすっかぬくけゅけ けぉとっくうは し ゃけあぇおけき, こけ-
しきけすさっすぬ こさうはすくけ. ′け ゃくっいぇこくけ せ くっゅけ てっさしすぬ 
ゃしすぇかぇ ょにぉけき, ぇ さっかぬっそくにっ きにてちに こけょ おけあっえ 
いぇぉせゅさうかうしぬ.

– 〈に つっゅけ ねすけ, ╃けぉさにえ? – けゅかはくせかしは は ゃ すせ 
しすけさけくせ, おせょぇ しきけすさっか, くっ けすさにゃぇは ゃいゅかはょ, 
こひし, – ╃ぇ っさせくょぇ, ╃けぉさにえ, ねすけ ╋うたっえ うょひす. ¨く 
すぇおけえ あっ あうゃけょひさ, おぇお う は, くっ ぉっしこけおけえしは すに 
すぇお, – くけ くぇ ゃしはおうえ しかせつぇえ こけかけあうか-すぇおう ねすけ-
きせ つっすゃっさけくけゅけきせ けたさぇくくうおせ させおせ くぇ いぇゅさう-
ゃけお, – ╋うたっえ, すに っきせ くっ くさぇゃうてぬしは, こけたけあっ. ぅ 
しっえつぇし いぇこさせ っゅけ う こけょけえょせ.

– 』すけ すに – いゃっさぬ, つすけ けく, – こさけぉせさつぇか すけす, 
くっきっょかっくくけ くぇこさぇゃうゃてうしぬ けぉさぇすくけ. ′け ゃいゅかは-
ょけき くぇ くぇし ゃしひ あっ おけしうか.

– ╃けぉさにえ, ╋うたっえ – しゃけえ, – くぇおかけくうかしは は お 
こしうくけえ きけさょっ, – ]かにてぬ, こしはおせき? ╋うたっえ – しゃけえ. 
′っ すさけゅぇえ っゅけ ぉっい くぇょけぉくけしすう, ぇ すけ けく-すけ すっぉは 
すけつくけ あぇかっすぬ くっ ぉせょっす: くけあ せ くっゅけ ゃしっゅょぇ し しけ-
ぉけえ. ]かにてぇか こさけ ╋ぇせゅかう? ′っす? 〈ぇお ゃけす, せ すけゅけ 
すけあっ おうくあぇか ぉにか, う ょぇあっ すうゅさ っゅけ ぉけはかしは. ┿ 
すっこっさぬ  こけしきけすさう くぇ しっぉは: おすけ – すに, う おすけ – 
すうゅさ! ぁすけ すっぉっ くっ おけておぇ ╋せさおぇ うい こけょゃけさけすくう, 
けく けょくけえ かっゃけえ くぇし し すけぉけえ せょっかぇすぬ きけあっす. 
╃ぇあっ っしかう せ きっくは おうくあぇか し しけぉけえ ぉせょっす: くっ 
いくぇの は すうゅさうくにた  こけゃぇょけお, くっす, すけつくけ けぉけうた 
こさうたかけこくっす, う お ゅぇょぇかおっ くっ たけょう. ╁しっ ょっかぇ 
しょっかぇか? ┿ すけ しきけすさう, いぇゃすさぇ ゃけしおさっしっくぬっ, ゃに-
ゅせかうゃぇすぬ すっぉは くうおすけ くっ ぉせょっす. ′け すに あっ せ くぇし 
くっきっち, つうしすのかは, こけすっさこうてぬ. ぁた, ╃けぉさにえ, う こけ-
つっきせ あっ ねすけ せ ゃぇし, しけぉぇお, こぇしこけさすけゃ くっす? ]っえ-
つぇし せったぇか ぉに くぇ しゃけの うしすけさうつっしおせの さけょうくせ, う 
あうか ぉに すぇき くぇ けょくせ こっくしうの. ╆くぇってぬ, しおけかぬおけ 
せ きっくは ょさせいっえ-くっきちっゃ せったぇかけ? ╁しっ しきにかうしぬ, う 
くうおすけ ょぇあっ う くっ こうてっす. ¨ぉうょくけ, ょぇ? ┿た ょぇ, 
ょけぉっさきぇく, すに あっ せ くぇし てゃっえちぇさっち, すっぉは あっ 
すぇきけてくうえ くぇかけゅけゃにえ こけかうちっえしおうえ ゃにゃっか. ╇かう 
– ぇゃしすさうっち? ′っゃぇあくけ, ゃぇあくっっ ょさせゅけっ: けぉぇ きに 
し すけぉけえ ゃ [けししうう こけょけたくっき. ╆ぇたけょう ゃ おかっすおせ, 
╃けぉさにえ, – う ゃこせしすうか っゅけ けぉさぇすくけ いぇ さってひすおせ, 
– ╇ くっ しきけすさう くぇ きっくは すぇお: おせょぇ は すっぉは ょっくせ? 
‶っさっょっさあおせ ょかは しけぉぇお けたさぇくはすぬ? ╁けいぬきひす すっぉは 
ぃさぇ – こけゃっいかけ すっぉっ, ぇ くっす, すぇお う ゃしひ. ぁた, いさは は 
お すっぉっ こさうゃはいぇかしは. ‶けおぇ, ╃けぉさにえ. ╁けす う たけさけ-
てうえ きぇかぬつうお, かっあう, ょさにたくう.

╋うたっえ すけかぬおけ おさはおくせか こさう きけひき こけはゃかっ-
くうう:

– ╁にょにたぇっすしは あっ. ┿ いくぇってぬ, しおけかぬおけ ぇすけ-
きぇさくにた しかけひゃ いぇ しっおせくょせ うしこぇさはっすしは? ‶はすぬょっ-
しはす! ‶はすぬょっしはす しかけひゃ, こさっょしすぇゃかはってぬ? 〈ぇお つすけ 
ょぇゃぇえ くっ すはくせすぬ, – う けこさけおうくせか しすけこおせ ゃ さけす. 
‶けゃさぇとぇゃ ゅかぇいぇきう, さぇょけしすくけ せかにぉくせかしは, – ′ぇ-
しすけはとうえ! ╁っとぬ! ¨すすせょぇ?

– ′っ うい ぇこすっおう あっ, しっえつぇし ゃっいょっ ぉぇょはあぇす.  
‶さはきけ うい ぉけかぬくうつおう.

– ╃ぇ, う おぇお すぇき けくう? – いぇあっゃぇか けく おけかぉぇしおせ, 
– ┿ ゃけす おけかぉぇしぇ – ょっさぬきけ. 〈ぇお おぇお けくう?

– 》さっくけゃけ ゃしひ, ╋うたっえ, – ぇあ こっさっょひさくせかけ 
きっくは けす ゃけしこけきうくぇくうは, –  ╃ぇあっ たせあっ, つっき せ 
くぇし.

– ???
– ‶かっしくう っとひ, すけかぬおけ こけ つせすぬ-つせすぬ, さぇししおぇ-

あせ.
‶けしかっ ゃしっゅけ すけゅけ, つすけ けく せしかにてぇか, ぇ さぇししおぇ-

いぇか は っきせ けぉけ ゃしひき, おさけきっ ̈ かう, すけす かうてぬ けこはすぬ 
くぇこけかくうか しすけこぇさうおう, くけ せあっ こけ こけかくけえ:

– ╃っさぬきけ. ╁けす すぇお あうゃひてぬ, う ゃしひ. 〉あ かせつ-

てっ ぉに しさぇいせ しすさっかはかう. ╁けす ゃっょぬ ょっさぬきけ! ╆ぇすけ 
しこうさす せ くうた たけさけてうえ, つうしすけっ きうさけ. ╆ぇ くうた!

– ╆ぇ くうた, – つけおくせかしは は し くうき, – ′っ こけくはか: 
つっゅけ つうしすけっ?

– ╋うさけ!
– ╋うさせ – きうさ, きぇの – きぇえ? –  いぇおせさうか は, 

せしきったぇはしぬ, – ぁお すっぉは すけさおくせかけ, ゃさけょっ ゃしっゅけ 
くうつっゅけ ゃにこうかう. ]きけすさう, さはょにておけき し くうきう くっ 
こさうかはゅ. ′ぇ すさけうた, すぇお しおぇいぇすぬ: ′うおぇ-すけ しおけさけ 
ゃにこうてっすしは, けく う こけしかっ おうかけゅさぇききぇ しこうさすぇ くぇ 
くけゅぇた しすけはすぬ きけあっす. ┿ くぇき し すけぉけえ いょけさけゃぬっ 
せあっ  ぉっさっつぬ くぇょけ.

– ╋うさけ – ねすけ きぇしかけ すぇおけっ しこっちうぇかぬくけっ, ょかは 
ぉけゅけしかせあっくうえ けくけ! – けぉうあっくくけ ゃにすはくせか ゅせぉに 
ゃ すさせぉけつおせ すけす, – 〈っきくけすぇ!

– ┿ゅぇ, う くぇ くひき こけこに こかのておう あぇさはす.
– 〈ぬそせ すに! – くう し すけゅけ, くう し しっゅけ さぇししっさょうか-

しは ╋うたっえ, – 〈に たけすぬ ╀うぉかうの-すけ つうすぇか?
ぅ いぇおぇてかはかしは, くけ こけくはか, つすけ てせすおけえ くぇ しっえ 

さぇい くっ けすょっかぇってぬしは:
– ¨すおせょぇ, ╋うたっえ? ╃ぇ う いぇつっき きくっ ねすけ? ╆くぇの, 

つすけ ぉにか 》さうしすけし, いぇすっき けく こけきっさ, ╀けゅ すぇき っとひ 
ぉにか. 〈け っしすぬ – けく っしすぬ, つすけ きくっ っとひ-すけ くぇょけ? 
‶さっょぇかう うた ゃしった, おけさけつっ, おぇお ねすけ けぉにつくけ せ くぇし 
ぉにゃぇっす, おうくせかう, ょぇ う ゃしひ. [ぇいゃっ は くっ こさぇゃ? 
╄しかう くっ こさぇゃ, すけゅょぇ しおぇあう, ゃ つひき.

╋けえ おけかかっゅぇ こけきけさとうかしは, こけおぇつぇか ゅけかけゃけえ, 
う ょけしすぇか うい しすけかぇ おくうあっつおせ し こけかせこさけいさぇつくに-
きう かうしすけつおぇきう, こけかうしすぇか, う こさけすはくせか きくっ:

– 〈っぉっ ょぇき こけつうすぇすぬ, きけあっす, う こけえきひてぬ 
つっゅけ, すに きせあうお っとひ くっ しけゃしっき こさけこぇとうえ. ′け 
せつすう: し ゃけいゃさぇすけき.

– 』っゅけ すに きくっ すせす しせひてぬ? ¨こはすぬ ょっすっおすうゃ 
しゃけえ? – ゃしかっょ いぇ くうき こけかうしすぇか は おくうあおせ うい 
こぇこうさけしくけえ ぉせきぇゅう, – ′う たさっくぇ あっ くっ ゃうょぇすぬ, 
う くぇこうしぇくけ きっかおけ. ′っ, いさっくうっ は こけさすうすぬ くっ しけ-
ゅかぇしっく, けくけ きくっ ょかは すっかっゃういけさぇ くせあくけ.

– ╀うぉかうは ねすけ, ‶ぇてぇ, ′けゃにえ ╆ぇゃっす. ╋けあってぬ 
くぇいにゃぇすぬ ねすけ ょっすっおすうゃけき, っしかう すっぉっ ねすけ すぇお 
くさぇゃうすしは. ′け – くっ たけつってぬ, くっ ぉっさう, すゃけひ 
ょっかけ. 

¨ぉうあぇっすしは, こけたけあっ. ′ぇき くぇ さぇぉけすっ くっかぬ-
いは ししけさうすぬしは: きぇかけ かう つっゅけ きけあっす しかせつうすぬしは, 
きはゃおくせすぬ くっ せしこっってぬ, おぇお せあっ くぇ すけき しゃっすっ. 
╊せつてっ ゃけいぬきせ, ょぇ う, っしかう つっしすくけ, しぇきけきせ こけ-
つうすぇすぬ うくすっさっしくけ, つっゅけ すぇき こけこに こけくぇこうしぇかう. 
╉ すけきせ あっ ねすけす たせょけあくうお うい ょせさおう すけあっ ゃっょぬ 
くっしこさけしすぇ うおけくに しゃけう さうしせっす, いくぇつうす, っしすぬ ゃ 
ねすけえ おくうゅっ つすけ-すけ しすけはとっっ.

– ]こぇしうぉけ, ╋うたっえ, けぉはいぇすっかぬくけ ゃっさくせ, – いぇ-
しせくせか は おくうあおせ ゃ おぇさきぇく, – 〈ぇき たけすぬ くっ  けつっくぬ 
しかけあくけ? ぅ けす くぇせつくにた すっさきうくけゃ いぇしにこぇの, しさぇ-
いせ こさっょせこさっあょぇの. 

– ╇た すぇき しけゃしっき くっす, おぇお しこっちうぇかぬくけ ょかは くぇし 
し すけぉけえ くぇこうしぇくけ, – こさうゅかぇょうか けく せしに, – ╁けす 
╁っすたうえ ╆ぇゃっす つうすぇすぬ しかけあくけ, は ゃ くひき しけゃしっき 
いぇこせすぇかしは. ╉けゅょぇ ょけつうすぇの, きけゅせ う すっぉっ すけあっ 
ょぇすぬ, せ すっぉは こぇきはすぬ きけかけょぇは, ぇ きくっ こさうたけ-
ょうすしは くぇ かうしすけつっお ゃにこうしにゃぇすぬ, おぇお すぇき おけゅけ 
いゃぇかう. ╁しひ し しぇきけゅけ けしくけゃぇくうは きうさぇ けこうしぇくけ, 
こさっょしすぇゃかはってぬ? ′っ, すぇき ぉっい ぉせすにかおう すけつくけ くっ 
さぇいけぉさぇすぬしは. ‶かっしくせすぬ? – う こけょくはか そかぇおせておせ.

╋に し くうき いぇ さぇいゅけゃけさぇきう こさけしうょっかう っとひ 
つぇしぇ こけかすけさぇ, う すせす は こけつせゃしすゃけゃぇか, つすけ っしかう 
くっ せっょせ ょけきけえ こさはきけ しっえつぇし, すけ くぇゃっさくはおぇ こけ-
ぉっゅせ ゃ かぇさひお いぇ ょけぉぇゃおけえ, つっゅけ きくっ しけゃしっき くっ 
たけつっすしは. ╊せつてっ せあ ょけきけえ, っとひ こうゃおぇ – う くぇ 
ぉけつけお, ぇ せすさけ ゃっつっさぇ きせょさっくっえ, いぇゃすさぇ こさう-
ょせきぇの, つっき いぇくはすぬしは. ╋けあくけ ょぇあっ おくうあおせ ねすせ 
こけつうすぇすぬ, っしかう くぇしすさけっくうっ ぉせょっす. 

– ╁しひ, ╋うたっえ, こけてひか は ょけきけえ, – こけょくはかしは は 
しけ しすせかぇ, – ╁しひ せあっ, たゃぇすうす くぇ しっゅけょくは, せしすぇか 
せあっ. ╉ぇお ぉに ゃ ぇゃすけぉせしっ くっ いぇしくせすぬ. ]こぇしうぉけ いぇ 
╀うぉかうの, けぉはいぇすっかぬくけ こけつうすぇの.

〉すさっつおけ ぉにかけ すぇお しっぉっ, いぇすけ は ゃにしこぇかしは: 
しこっさゃぇ は ゃしおけつうか, おぇお けぉにつくけ, ゃ てっしすぬ, くけ 
けこけきくうかしは, こけこうか おっそうさつうおぇ, う こさけょさにた ぇあ 
ょけ ょっゃはすう. ′ぇしすさけっくうっ ぉにかけ ょゃけえしすゃっくくけっ: し 
けょくけえ しすけさけくに, ゃしこけきうくぇかしは おけてきぇさ ゃ しせきぇし-
てっょてっき ょけきっ, ぇ, し ょさせゅけえ, は けすつっゅけ-すけ しおせつぇか 
こけ ╃けぉさけきせ. ╆ぇゃぇさうゃ つぇえ, けすおさにか ╋うたっっゃしおせの 
おくうあおせ. ‶けおぇ つうすぇか こっさゃけっ うい ╄ゃぇくゅっかうえ, つせすぬ 
かう くっ つぇえくうお ゃにょせか. ╆ぇすっき いぇおせさうか, う こけょけ-
てひか お いっさおぇかせ. ′せ, ょぇ: くっ ぉさうかしは しっゅけょくは. ′け 
ゃしひ さぇゃくけ つっゅけ-すけ っとひ くっ たゃぇすぇっす. ′っす くう くぇ 
きけひき かうちっ, くう こけょ くうき しこけおけえしすゃうは う せょけゃかっす-
ゃけさっくうは, ぇ ぉっい ねすけゅけ は くっさゃくうつぇの. ╁っさくせゃてうしぬ 
くぇ おせたくの, ゃいはか させつおせ う こさうくはかしは さうしけゃぇすぬ ゃ 
すっすさぇょおっ さぇいくにっ おぇさぇおせかう: っしすぬ せ きっくは すぇおぇは 
こさうゃにつおぇ, おけゅょぇ は ょせきぇの. ╆ぇすっき こっさっゃっさくせか 
かうしすけお う くぇこうしぇか: «¨すょぇき ゃ たけさけてうっ させおう. ╉け-
ぉっかぬ, ょけぉっさきぇく. 』っすにさっ ゅけょぇ. ╆くぇっす おけきぇくょに. 
╉かうつおぇ – ╃けぉさにえ. ‶けいゃぇすぬ ‶ぇゃかぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ». 
╁くういせ こけょこうしぇか しゃけえ さぇぉけつうえ う ょけきぇてくうえ 
すっかっそけくに. ′ぇおぇすぇゃ っとひ し ょっしはすけお すぇおうた けぉな-
はゃかっくうえ, ゃいはか おかっえ, けょっかしは, う こけてひか さぇしおかっう-
ゃぇすぬ こけ けしすぇくけゃおぇき.

╃けきけえ は てひか, せかにぉぇはしぬ. ╋けあっす, う しさぇぉけすぇ-

っす? ′ぇょっあょぇ, しこせすくうちぇ きけっゅけ ぉにゃてっゅけ しけしっょぇ-
そうかけしけそぇ, てっこすぇかぇ: «╁しひ せ くぇし こけかせつうすしは, 
‶ぇてぇ, けぉはいぇすっかぬくけ こけかせつうすしは». ]けかくにておけ 
こけょきうゅうゃぇかけ ゃ けすゃっす, おけゅょぇ は, ぉかぇあっくくけ さぇし-
しかぇぉうゃてうしぬ くぇ しおぇきっっつおっ, きかっは, こうか こうゃけ. ╃ぇ, 
しっゅけょくは ょぇあっ しこうさすぇ くっ しすぇか ぉさぇすぬ: けすつっゅけ-すけ 
くっ いぇたけすっかけしぬ. ‶さぇゃ ╋うたっえ しけ しゃけうき きうさけき: 
たけさけてけ ねすけ, おけゅょぇ ょけぉさにっ ょっかぇ ょっかぇってぬ, ぇ くっ 
こさけしすけ せぉうゃぇってぬ. ╆ぇすっき ゃしこけきくうか ╃けぉさけゅけ し 
っゅけ せかにぉおけえ: ょぇ くっす, ねすけ くっ «きうさけ», ぇ «きうさ-
さけ», いせぉぇしすけっ う さにつぇとっっ, くけ – ょけぉさけっ. 

4. ╇╂[｠ ╁¨╊╉¨╁
╁にかけゃうゃ うい こさうゅけすけゃかっくくけゅけ ゃつっさぇ しせこぇ おけ-

しすう, は ぉさけしうか うた ゃ こけかうねすうかっくけゃにえ こぇおっす. ╃ぇ, 
くっきくけゅけ しっゅけょくは こけょぇさおけゃ ょかは ╃けぉさけゅけ くぇおけ-
こうかけしぬ. ╃け おせつう けすおけつっさにあうか けす ゃつっさぇてくっゅけ 
ぉぇすけくぇ おせしきぇく こけすけかとっ う さぇしこうたぇか ゃしひ こけ おぇさ-
きぇくぇき. ╋けあくけ ぉにかけ ぉに ょけ さぇぉけすに くぇ きぇてうくっ 
ょけぉさぇすぬしは, ぉかぇゅけ, しっゅけょくは  は ぉっい ゃにたかけこぇ, ょぇ 
う ょっくぬゅう くぇ ぉっくいうく っしすぬ. ′け ょけ ゅぇさぇあぇ, つすけ くぇ 
╉うさこうつくけき, けこはすぬ-すぇおう くぇ すさけかかっえぉせしっ ったぇすぬ, 
いぇすっき こっておけき っとひ きうくせす ょっしはすぬ すけこぇすぬ, ょぇ こけ 
てうくぇき こうくぇすぬ, ぇ さっいうくぇ せ きっくは くう お つひさすせ: 
くぇゃっさくはおぇ けこはすぬ しこせしすうかぇ. ′っす せあ, こけっょせ, おぇお 
ゃしっゅょぇ, しけ しゃけうき こさけしさけつっくくにき こさけっいょくにき. 
┿ つすけ? ‶さうおさにか, っしかう つすけ, てすぇきこうお し «ぇこさっ-
かっき» ぉけかぬてうき こぇかぬちっき, こけきぇたぇか こっさっょ くけしけき 
おけくすさけかひさぇ, う しおけさっえ けぉさぇすくけ っゅけ ゃ おぇさきぇく. ┿ 
ょけこにすにゃぇすぬしは くぇつくせす, すぇお きけあくけ う けぉうょっすぬ-
しは ょけ ゅかせぉうくに ょせてう, ょぇ ゅくっゃ けしおけさぉかひくくけゅけ 
こさけかっすぇさうは ういけぉさぇいうすぬ, きに ねすけ せきっっき. ╁ うのくっ 
きけあくけ ぉせょっす ょぇあっ こけしかっょくのの ぉせおゃせ ょかは こさぇゃ-
ょけこけょけぉうは ょっきけくしすさうさけゃぇすぬ, きはゅおうえ いくぇお けく 
う ゃ ┿そさうおっ きはゅおうえ いくぇお. ¨ょくけ けゅけさつぇっす: しかに-
てぇか, しおけさけ ねすう こさけっいょくにっ くぇつくせす さぇいくにた ちゃっ-
すけゃ ょっかぇすぬ, すけゅょぇ, ゃうょうきけ, こさうょひすしは おぇあょにえ 
きっしはち うた こけおせこぇすぬ, っしかう つっゅけ くっ こさうょせきぇの.  
′け – くぇ たうすさせの ゅぇえおせ きに ゃしっゅょぇ くぇえょひき つっき 
けすゃっすうすぬ.

╃ぇあっ くっ いぇゅかはくせゃ ゃ おけくすけさせ, おぇお は ねすけ けぉにつ-
くけ ょっかぇの, しさぇいせ こけてひか お こしせ. ‶ぇかくぇ しけ しゃけうきう 
いぇょぇくうはきう こけょけあょひす, ぇ せ くぇし こけ さぇしこうしぇくうの 
すせぇかっす う いぇゃすさぇお:

– ‶さうゃっす, ╃けぉさにえ! ぁすけ は, いぇあょぇかしは? – けす-
おさにか は おかっすおせ, – ╇ょう, こけぉっゅぇえ, くけあおう さぇいけき-
くう.

]っゅけょくは こひし ゃにぉうさぇか きっしすけ こけょけかぬてっ, けく 
こっさっぉっゅぇか, こさうくのたうゃぇはしぬ, うくけゅょぇ そにさおぇは, 
こけ こかってうゃけえ こけかはくおっ: すけ けょくけ きっしすけ っきせ くっ 
くさぇゃうかけしぬ, すけ ょさせゅけっ. ′ぇおけくっち せしすさけうかしは う 
けこはすぬ くぇつぇか せかにぉぇすぬしは. ╇ つすけ しけぉぇおう ょかは しぇ-
きけゅけ こさけしすっえてっゅけ ょっかぇ ゃしひ ゃさっきは すぇお ょけかゅけ 
きっしすけ ゃにぉうさぇのす? ╋くっ ゃけす かうつくけ ゃしひ さぇゃくけ, 
かうてぬ ぉに くっ こけょょせゃぇかけ, ょぇ かのょっえ ゃけおさせゅ くっ 
ぉにかけ. ′ぇおけくっち すけす しけさゃぇかしは し きっしすぇ, う, ゃさぇ-
とぇは けぉさせぉおけき, くぇつぇか こさにゅぇすぬ こっさっょけ きくけえ, 
おぇお くぇ こさせあうくおぇた, しさぇいせ くぇ ゃしった つっすにさひた 
かぇこぇた, しすさっきはしぬ かういくせすぬ かうちけ. ‶さにゅせつうえ, いぇ-
さぇいぇ, ぇあ くっしおけかぬおけ さぇい ょけしすぇか. ┿ は ゃっょぬ ょぇあっ 
お くっきせ くっ くぇおかけくはかしは, ぇ くぇけぉけさけす, てせすかうゃけ 
けすきぇたうゃぇかしは. 』すけぉに こさっおさぇすうすぬ ねすせ つったぇさ-
ょせ, は こけょくはか し いっきかう こぇかけつおせ う しおけきぇくょけ-
ゃぇか «┿こけさす». ┿, くぇき, ゃうょうきけ, ゃしひ さぇゃくけ, つすけ 
こさにゅぇすぬ, つすけ こぇかけつおせ こさうくけしうすぬ. ′け くぇおけくっち 
きくっ くぇょけっかけ う ねすけ いぇくはすうっ. ]ょっかぇゃ かけあくにえ 
いぇきぇた, しこさはすぇか こぇかおせ いぇ しこうくけえ. ╃けぉさにえ さう-
くせかしは う さぇしすっさはかしは. ╃けぉっあぇゃ ょけ きっしすぇ こさっょ-
こけかぇゅぇっきけゅけ こぇょっくうは ぇこけさすぇ, けく くぇつぇか ゃ くっ-
ょけせきっくうう くぇさっいぇすぬ おさせゅう, すけ こさうくのたうゃぇはしぬ, 
すけ しきはすっくくけ けゅかはょにゃぇはしぬ くぇ きっくは. ┿ つすけ くぇ 
きっくは しきけすさっすぬ? ぅ しすけの, おせさの, しゃけの こぇかけつおせ 
あょせ. 』っさっい こぇさせ きうくせす すけす こけょけてひか, ゃうくけゃぇ-
すけ こけすせこうゃ ゃいゅかはょ.

– ′うおけゅょぇ くっ ゃっさぬ かのょはき, – ょけしすぇか は うい-いぇ 
しこうくに こさっょきっす っゅけ こけうしおけゃ, – ¨ぉきぇくせす, しゃけかけ-
つう. ╃ぇあっ きくっ くっ ゃしっゅょぇ ゃっさぬ. ╊ぇょくけ, こけてせすうか 
は, こけてせすうか, つっゅけ すに ょせってぬしは? ╋けあっす, こけおぇ すに 
すぇき ぉっゅぇか, は っひ せあっ しぇき いぇ すっぉは くぇてひか? ′っ ゃっ-
さうてぬ? ╁けす う きけかけょっち. 〈っこっさぬ ょぇゃぇえ こけたさせきおぇ-
っき, いぇさぇぉけすぇか, – う しこっさゃぇ ょけしすぇか ぉぇすけく, – ぁすけ 
くうつっゅけ, つすけ けく ゃつっさぇてくうえ, けく ょぇあっ ぉっい こっくう-
ちうかかうくぇ, – けすかぇきにゃぇか は くっぉけかぬてうっ おせしけつおう 
けす ょけきぇてくっゅけ いぇこぇしぇ, – ぁた, ゃうょっか ぉに すに きけえ 
たけかけょうかぬくうお! ╁けす ゅょっ いぇかっあう! ′っす, しっさぬひいくけ, 
せあっ ぉっい てせすけお. ╆くぇってぬ, しおけかぬおけ すぇき いっかひくにた 
ぉぇすけくけゃ? ╉さけきっ くうた, すぇき すけかぬおけ おぇさすけておぇ し 
せつぇしすおぇ ょぇ きけさおけゃおぇ, すぇおぇは ゃけす せ きっくは しせょぬぉぇ.  
』すけ すに かにぉうてぬしは? ]っさぬひいくけ, は あっ しおぇいぇか, つすけ 
くっ てせつせ. ╇ くっ ゅけゃけさう, つすけ すに う ゃしの おぇさすけておせ 
こさはきけ しにさせの せ きっくは ぉに こけょつうしすうか, ぇ くっ すけ, 
つすけ ぉぇすけくに. ┿ は ゃけす しにさせの おぇさすけておせ あさぇすぬ くっ 
きけゅせ, きくっ っひ こけつうしすうすぬ くぇょけ, ょぇ しゃぇさうすぬ. ‶さう-
つひき: し しけかぬの, ゃけす すぇお, ぉさぇす. 〈ぇお, くぇ, しきけすさう, 
つすけ は すっぉっ っとひ すせす こさうくひし, – う こけかっい ゃ ょさせゅけえ 
おぇさきぇく, – ╃ぇ せぉっさう すに しゃけえ くけし, おけしすう は すけあっ 
くっ っき! ′ぇ, ゅさにいう, – う くぇつぇか こけょぇゃぇすぬ うた けょくせ 
いぇ ょさせゅけえ.

ÀÍÊÉÇ
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• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ すぇおしう すさっぉせっすしは ょうしこっすつっさ. 
╁けょうすっかぬ し か/ぇ. 8-952-72-97-

300.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇしおかっえとうおう. 8-922-60-65-999.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇいくけさぇぉけつうっ (きせあ.), さ-く ¨ゃけ-
とくけっ けすょ. (あうかぬっ). 8-922-60-65-999.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╊うちっくいうさけゃぇくくにっ 
けたさぇくくうおう. 4-43-78.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ぇたすっさ くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ, 
い/こ 5 す.さ. 4-88-11.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ, しすぇあ くっ きっくっっ 3 
かっす. 8-950-64-33-300.

[╄╉╊┿╋┿

• ]かっしぇさう こけ さっきけくすせ ゅさせい. ぇ/き. 
8-912-23-80-465.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう-ねおしこっょうすけさに くぇ 
しかせあっぉくにっ ぇゃすけきけぉうかう. 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけきけえとうおう, い/こ しょっかぬくぇは. 
266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ こけゅさせいつうおぇ. 8-903-

08-63-033.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうおせ くぇ 【ぇさすぇてっ 

すさっぉせっすしは たけさっけゅさぇそ, きせい. さぇぉけす-
くうお. 8-922-12-50-809.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさに. 8-901-45-43-444.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すけさけあ. こ. ╊っくうくしおうえ, 27ぉ. 
8-912-24-69-625.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ すさっぉせ-
のすしは: くぇつぇかぬくうお ねくっさゅけせつぇしすおぇ, 
ゃけょうすっかぬ おぇす. «]», おかぇょけゃとうお, 
しすけかはさに-しすぇくけつくうおう. 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうお(ちぇ) くぇ しおかぇょ (2は 
こさけきいけくぇ ′けゃけ-しゃっさょかけゃしおけえ 
〈ぁ『) くぇ こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ, 
い/こ 12 す.さ. (343) 375-32-23.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ すぇおしう, ゃけょうすっかう くぇ «╁┿╆». 

8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇしおさけえとうお し けこにすけき さぇぉけすに 
くぇ おけあ. ゅぇかぇくす., こさ-ゃけ ゅ. ╀っさっいけゃ-
しおうえ. 8-922-22-85-477, 4-85-97.

[╄╉╊┿╋┿

• ′はくは. 8-912-61-73-499.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇くあっくっさ こけ こっさしけくぇかせ. け/さ. 
(343) 290-36-03.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さうゅかぇてぇっき くぇ さぇぉけすせ さうねか-
すけさけゃ, きけあくけ ぉっい け/さ, けぉせつっくうっ. 
4-11-45, 3-48-95.

[╄╉╊┿╋┿

• ╅っくとうくに-けたさぇくくうおう 4 さぇい-
さはょぇ. ′╀‶. (343) 266-29-48.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ. 8-904-98-75-030.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. 44 おゃぇさすぇか, ょかは しっきぬう うい 
2 つっかけゃっお. 8-908-92-37-893.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきっとっくうっ (きぇゅ., けそうし), せか. 
〈っぇすさぇかぬくぇは, 22. 8-904-98-75-030.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 1, 
3/5, しけしす. たけさ., 1450 す.さ. 8-950-63-
80-458.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくおぇ, せか. 
〉さぇかしおぇは, 12, 5/5, 31,1 き2, ぉぇかおけく, 
き/ゅぇさぇあ. 8-953-04-99-065.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, 1/5, 
おうさこ. ,おけきくぇすに ういけかうさ., ち. 1100 す.さ. 
8-912-63-74-979.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 
12ぇ, 5/5, おうさこ., おけきくぇすに ういけか. 
╇かう こけきっくはの. [ぇししきけすさの ゃしっ 
ゃぇさうぇくすに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╊せぉはくけえ, 30 き2, 50 おき 
けす ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, せつ-お 5 しけす., ち. 
500 す.さ. 8-953-04-99-065.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀っしこかぇすくけ ゃにゃっいっき う ゃに-
くっしっき ゃぇて しすぇさにえ たけかけょうかぬくうお, 
しす. きぇてうくせ, こかうすに, ゃぇくくに, すさせぉに 
う す.ょ. 8 (343) 361-15-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っこかにえ こけか こけょ かのぉけっ こけおさに-
すうっ, しぇくすった. さぇぉけすに. 8-908-90-68-758.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っえそ-ょゃっさう, さってっすおう, ゃけさけすぇ, 
おけゃぇくくにっ ういょっかうは. 〉か. ╊っくうくぇ, 63ぇ 
(きおさく ╉うさけゃしおうえ). 8-919-36-40-690.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさうお, しぇくすったくうお, しうゅ-
くぇかういぇちうは. 8-922-29-63-741.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ: こかうすおぇ, 
けぉけう, しぇくすったくうおぇ, てすせおぇすせさおぇ, 
ゅうこしけおぇさすけく, こけすけかおう. ‶かけすくうお. 
8-902-27-49-063.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったくうお, おぇつっしすゃっくくけ, くっ-
ょけさけゅけ. 8-906-80-37-910.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったきけくすぇあ. 8-902-26-24-760.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁けいゃさぇす ゃけょうすっかぬしおうた こさぇゃ ゃ 
しせょっ. ぃさうょ. せしかせゅう. 8-904-38-08-702.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ]っすおぇ おかぇょけつくぇは, さぇぉうちぇ, 
すおぇくぇは, 『‶╁] けす こさけういゃけ-
ょうすっかは. ┿ょさっし: ¨ゃけとくけっ けすょ., 
3/1. 4-24-24, (343) 213-213-4, 
217-81-61, 378-66-73.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけゃけかけおぇ: ゃはいぇかぬくぇは, 
おけかのつぇは, ぇさきぇすせさぇ.  (343) 
213-213-4, 217-81-61, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすおぇ: すさけすせぇさ., そぇしぇょくぇは, 
ぉけさょのさ. 8-904-38-14-144.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, くぇこう-
かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-902-26-29-618.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬちぇ, おさにておう おけかけょちっゃ, 
ょくうとっ, かのお. ╃けしすぇゃおぇ. 8-922-12-
94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけこっさっゃけいおう けす 1 おゅ ょけ 3 す. 
8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

• 》ひくょぇえ ‶けさすっさ, おせいけゃ 3 き.
8-919-37-10-700.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-61-95-777.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.

[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
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┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ くぇ 
ょけきせ. ╀っい ゃにたけょくにた. ‶っくしうけくっさぇき 
しおうょおぇ 10%. 8-912-28-37-529.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく 
くぇ ょけきせ. 8-902-26-24-622.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
4-28-58, 8-904-54-07-708.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ. 
╂ぇさぇくすうは. 8-922-60-09-429.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた, こけしせょけき. 
きぇてうく, ねか. ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかっえ. 
8-922-21-58-427, 8-908-90-34-644.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 800 させぉ. 8-902-
87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, 700 させぉ. ‶うかけきぇすっさうぇか, 
いぇぉけさくにっ しすけかぉうおう. 8-904-98-37-546.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. ╁¨╆╇╋ 』╄]〈′〉ぃ 
╉〉╀┿〈〉[〉. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ おけかけすにっ, けす 900 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 8-963-85-16-343.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-912-62-11-559.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ しせたうっ, おけかけすにっ. ╂けさぉにかぬ 

くぇこうかっくくにえ. 8-961-57-36-475.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに, ょさけゃぇ, 
しさっいおぇ こうかっくぇは, しけさす 1. 8-953-
05-45-153.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 8-904-38-95-

420, 8-952-72-83-868.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 
8-912-69-99-918, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇, 
╊╄]〈′╇『｠. 8-912-04-56-404, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さのきけ, しっおさっすっさ, 2 あっかっいくにた 
おさけゃぇすう, けぉっょっくくにえ しすけか, おせた. 
しすけか. ╆ぇ ゃしっ 3 す.さ. 8-922-20-04-895.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ぁかっおすさけょに ¨╉-46, SE-46, 『╊-
11, ′╅-13, ¨╆╊-8. ‶さけゃけかけおせ. 
8-922-21-12-377.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 
す, けすしっゃ, とっぉっくぬ. ┿ゃすけねゃぇおせぇすけさ. 
8-922-20-38-896.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す, 
けすしっゃ, とっぉっくぬ, すけさそ. ┿ゃすけねゃぇおせぇ-
すけさ.  8-922-21-31-317. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す. 
8-950-64-42-925.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
8-922-12-94-898. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[, 6 き, 6 す. 
8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 5 す, しすさっかぇ 3 す. 
8-904-38-14-144, 8-912-64-53-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ».  
〉ぉけさおぇ しくっゅぇ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• «╉┿╋┿╆»-しぇきけしゃぇか, 10 す. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお «╀っ-
かぇさせしぬ». 8-902-26-15-428.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ, せぉけさおぇ しくっゅぇ. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすこけきけとぬ くぇ ょけきせ. ╉させゅかけ-
しせすけつくけ. 8-902-26-15-454, 8-922-
12-94-906.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすおかうくうおぇ «[ぇくぇさぇ» 
(╀╋╃╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. (343) 
290-92-54, 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 〈っかおぇ, 1 ゅけょ. 8-912-21-29-441.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿おゃぇぇねさけぉうおぇ. 8-912-60-
01-909. ′ぇすぇかぬは.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╅うゃうちぇ. 8-904-17-43-114.

[╄╉╊┿╋┿

ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ

8-912-69-99-918
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

[╄
╉╊

┿╋
┿

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

• ╇くあっくっさ こけ けたさぇくっ すさせょぇ う 
すったくうおっ ぉっいけこぇしくけしすう, けこにす さぇ-
ぉけすに 8 かっす. 8-950-20-46-184.

[╄╉╊┿╋┿

• ]おけかぬいはと. ゅさぇそうお. 8-953-60-59-446.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお くぇ 【ぇさすぇてっ 

けぉなはゃかはっす くぇぉけさ ょっすっえ. 8-922-12-
50-809.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╉けかっしぇ し ょうしおぇきう R 15, けさぇく-
あっゃにっ. 8-902-27-44-908.

[╄╉╊┿╋┿

• «》けくょぇ-‶ぇさすくっさ», 2001 ゅけょ. 
8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

╁ぇおぇくしうう′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう

]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

[ぇいくけっ

13 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ14

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, ┻┩┴┱┲┫┩┰, ┶┲┴┸, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, ┱┤┦┲┫, ┧┯┬┱┤,

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀, ┲┳┬┯
Ò. 8-922-15-66-550

でí½Üïçí¿▲, 
«ぜんげ»-öñë½ÜßÜÑ¡í, 8 ö, 30 ½3

ゎんげñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó,
ç▲çÜ£ ½ÜïÜëí

[╄
╉╊

┿╋
┿

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╇とせ さぇぉけすせ¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〈さぇくしこけさす

ぢëÜ¡ÜëÜöÜëí ÇÜëÜÑí ç▲ëí¢íñö ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖóñ
とだぷぎゑだざ ぞóÖñ ゑ¿íÑó½óëÜçÖñ 

ç ïç　£ó ïÜ ï½ñëöá0 ññ ÑÜôñëó ùずごご.

┬┫┦┩┽┩┱┬┩ ┲ ┳┴┲┦┩┨┩┱┬┬ ┵┲┥┴┤┱┬╃ ┳┲ ┵┲┧┯┤┵┲┦┤┱┬╂ 
┰┩┵┶┲┳┲┯┲┪┩┱┬╃ ┧┴┤┱┬┺┿ ┫┩┰┩┯╀┱┲┧┲ ┷┻┤┵┶┮┤

╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ «¨┿╆╇]», ¨╂[′ 1026600667840 ゃ けすくけてっくうう いっきっかぬくけゅけ 
せつぇしすおぇ さぇしこけかけあっくくけゅけ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき, ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, けす しせとっしすゃせのとっえ 
けこけさに ゃ 151 きっすさっ くぇ しっゃっさけ-ゃけしすけお, けす ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ わ92 ゃ 
]‶¨ わ115 «』っさっきてぇくおぇ». ′ぇ のゅけ-いぇこぇょ 210 きっすさけゃ ょけ しっゃっさくけえ ゅさぇくうちに 
すっささうすけさうう ]‶¨ わ115.

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ]ぇょけゃけょつっしおけっ こけすさっぉうすっかぬしおけっ 
けぉとっしすゃけ わ115 «』っさっきてぇくおぇ», ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 8 おき. ぇ/ょけさけゅう ╀っさっいけゃしおうえ-
]すぇくけゃぇは, 8-912-66-00-409.

]けぉさぇくうっ こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 21 そっゃさぇかは 2011 
ゅけょぇ ゃ 10:00 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109.

′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ 
ゅさぇくうちに: ╋うくうしすっさしすゃけ こさうさけょくにた さっしせさしけゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, ‶]》╉

«【うかけゃしおうえ», ゅかぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ╀╂¨, こさっょしっょぇすっかぬ ]‶¨ わ115 «』っさっきてぇくおぇ».
] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは ゃ ¨¨¨ «¨ぇいうし» 

(ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109). 
╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは け こさけゃっょっくうう しけゅかぇしけゃぇくうは 

きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 07 そっゃさぇかは 
2011 こけ 21 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109. 

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
しこせすくうおけゃけえ ぇくすっくくに

ぉっい ぇぉけくっくすしおけえ こかぇすに.

[╄╋¨′〈 うきこけさすくにた
すっかっゃういけさけゃ くぇ ょけきせ.

8-906-80-49-158, 4-50-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿

Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî òåë. 8-800-3001-076 (ñ äîìàøíåãî)

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
〈っこっさぬ ゃに きけあっすっ さぇいきっしすうすぬ ゃ ゅぇいっすっ ぉっしこかぇすくけっ けぉなはゃかっくうっ 

ゃ しかっょせのとうっ させぉさうおう: すさぇくしこけさす, ぉにすけゃぇは すったくうおぇ, きっぉっかぬ, 
ょっすしおけっ, けょっあょぇ, あうゃけすくにっ, いくぇおけきしすゃぇ, けぉきっく-ぉのさけ, うとせ 
さぇぉけすせ, しくうきせ あうかぬっ.  ╁ぇてっ けぉなはゃかっくうっ ぉせょっす くぇこっつぇすぇくけ ゃ 

ぉかうあぇえてうえ つっすゃっさゅ.
╃かは ねすけゅけ ょけしすぇすけつくけ ゃにさっいぇすぬ くぇて おせこけく ゃ しせぉぉけすくっき 

ゃにこせしおっ, いぇこけかくうすぬ っゅけ こっつぇすくにきう ぉせおゃぇきう う こっさっょぇすぬ ゃ かのぉけえ 
おうけしお [けしこっつぇすう (ゅょっ こさけょぇっすしは ╀[) うかう お くぇき ゃ さっょぇおちうの こけ 
ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9.

• [っょぇおちうは くっ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ ょけしすけゃっさくけしすぬ 
こせぉかうおせっきけえ うくそけさきぇちうう.

• [っょぇおちうは くっ ゅぇさぇくすうさせっす こせぉかうおぇちうの ぉっしこかぇすくにた 
けぉなはゃかっくうえ.

• ¨ぉなはゃかっくうは こっつぇすぇのすしは ゃ こけさはょおっ うた こけしすせこかっくうは.
• ̈ ぉなはゃかっくうは おけききっさつっしおけゅけ たぇさぇおすっさぇ くぇ ぉっしこかぇすくけえ けしくけゃっ 

くっ こさうくうきぇのすしは.



┤┦┶┲┼┮┲┯┤ 

äÜÑÇÜöÜç¡í çÜÑóöñ¿ñú
äëóÇ¿íüíñö 
Öí ÜßÜôñÖóñ

çÜÑóöñ¿ñú ¡íö. ゑ.
ゎごゐとんé 

でごでどぎぜん でとごがだと.
げíÖ　öó　 äëÜêÜÑ　ö 

äÜ íÑëñïÜ:
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ]すさけうすっかっえ, 18 «ぇ»
(てゃっえくぇは そぇぉさうおぇ «╀┿[]»)

 8 (343) 219-13-18
8-961-76-34-434

かうちっくいうは わ3367 [╄╉╊┿╋┿

ÀâòîËåí?
すぇおしう ょかは ゃぇし

8 (34369) 4-60-06
8-904-174-88-77
8-909-002-38-58 [

╄
╉
╊

┿
╋

┿

ÒÀÊÑÈ
“ËÀÄÀ”
8-904-161-555-6

╀にしすさけ. ╃ってっゃけ. 〉ょけぉくけ.
╃けしすぇゃおぇ はこけくしおけえ おせたくう

[╄╉╊┿╋┿

〈┿╉]╇ ПЛЮС
]┿╋｠╄ ′╇╆╉╇╄ 『╄′｠

8 (963) 85 17 17 8
╃けしすぇゃおぇ はこけくしおけえ おせたくう

[╄╉╊┿╋┿

╀っさっいけゃしおうえ ]〈╉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
すぇおあっ ‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 〉]╊〉╂╇

こけ ょけこけかくうすっかぬくけえ こけょゅけすけゃおっ う
けぉせつっくうの ゃけあょっくうの ぇゃすけきけぉうかは

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,
せか. ╊っくうくぇ, 79 ”ぉ”.

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения – 2 месяца.

╀っさっいけゃしおうえ しこけさすうゃくけ-
すったくうつっしおうえ おかせぉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ′┿╀¨[ ′┿ ╉〉[]｠ ╁¨╃╇〈╄╊╄╈ 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ おぇすっゅけさうう «╁»
(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ).

[╄╉╊┿╋┿

ぞだゑだゎだがぞéé んとぴごé 
でんずだぞん だぢどごとご た÷ＳＷＱＡＺだ 

«がだでどばぢぞぼぎ だぶとご»!

ï 15 Ññ¡íßë　 äÜ 15 　Öçíë　

– 30%
Öí çï0 äëÜÑÜ¡îó0, 
ç¡¿0ôí　 ¡ÜÖöí¡öÖ▲ñ ¿óÖ£▲, 
ëíïöçÜë▲ ó í¡ïñïïÜíë▲ ¡ Öó½.

ぢだがゐだづ だぶとだゑ ゐぎでぢずんどぞだ づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

Ü¿. ずñÖóÖí, 63 (がÜ½ ß▲öí)
 4-40-38, 8-902-873-90-53

ï 15 Ññ¡íßë　 äÜ 15 　Öçíë　

ëíïöçÜë▲ ó í¡ïñïïÜíë▲ ¡ Öó½.

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん
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ÎÊÍÀ
 • ずだがぐごご
• ゐんずとだぞぼ

• でぎざぱ-がゑぎづご
Ü¿. とíë¿í ぜíë¡ïí, 10 (öñëëóöÜëó　 ゐぜがと).

 (34369) 4-36-02, (343) 213-14-04, 8-950-209-58-67 [╄╉╊┿╋┿

1300

1
4
0
0

òåðìîìåòð 

â ïîäàðîê

ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»

がÜëÜÇÜ0, ¿0ßó½Ü0 ½í½Ü, 
ßíßÜü¡Ü, äëíßíßÜü¡Ü

]きうさくけゃせ 
╋ぇさうの ┿かっおしぇくょさけゃくせ 

し 75-かっすうっき!

がñöó, çÖÜô¡ó ó äëíçÖÜ¡

ぐóçó Öí ïçñöñ ÑÜ¿Çóú çñ¡,
づÜÑÖÜú, ¿0ßó½▲ú ôñ¿Üçñ¡!
ぐóçó ßñ£ ÇëÜïöó, Öñ ßÜ¿ñú,
がÜüÜú ó ïñëÑîñ½ Öñ ïöíëñú,
ぐóçó ïôíïö¿óçÜ ó ïçñö¿Ü, 
で öÜßÜú ïäÜ¡ÜúÖÜ ó öñä¿Ü!

ÎÊÍÀ
5050 – ぉっい きけくすぇあぇ
9000 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 4200 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 6200 – «こけょ おかのつ»

[ぇししさけつおぇ ぉっい %
┥′╋〈╉『-｠╉〈』》, 【[. ┵』》〉′』╉[╉¨, 4, 3 ゃ』.

www.gostspecstroy.ru   219-43-83, 8-904-16-15-763
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20, 21, 22 ┞┌━〞┏┞
ヴ━┍┏┄┕ ┋┍┊┍┃┄┅┇ (┒┊. デ┄〞┑┏〞┊┛┌〞┞, 7)

ケ┏〞┌┃┇┍┆┌〞┞ ┞┏┋〞┏┉〞-┎┏┍┃〞┅〞 ┌〞┑┒┏〞┊┛┌┍│┍ ┋┄┃〞
╋っょ «]ぇくょぇかけゃ» ゅ. ╉うさけゃ

╀けゅぇすにえ ぇししけさすうきっくす, ゃにしけおけっ おぇつっしすゃけ, 
ょけしすせこくにっ ちっくに!

ゑ äëÜÑí¢ñ ßÜ¿ññ 15 ïÜëöÜç ½ñÑí ïÜ çïñú づÜïïóó: ¿ó-
äÜç▲ú, ÇëñôóüÖ▲ú, í¡íîóñç▲ú, ½íúï¡óú, ßÜ　ë▲üÖó¡Ü-
ç▲ú, äÜ¿ñçÜñ ëí£ÖÜöëíçóñ, ¡íüöíÖÜç▲ú, ÑÜÖÖó¡Üç▲ú, 
öíñ¢Ö▲ú, üí¿âñúÖ▲ú ó ÑëÜÇóñ. ぢëÜÑÜ¡îó　 äôñ¿ÜçÜÑ-
ïöçí, äëÜêÜÑóö ÑñÇÜïöíîó　.

ぜñÑÜçí　 ¡Ü½äíÖó　 «でíÖÑí¿Üç» – ~öÜ 10 ¿ñö ÑÜßëÜïÜ-
çñïöÖÜÇÜ öëÜÑí Öí ½ñÑÜçÜ½ ë▲Ö¡ñ づÜïïóó. 

ピ〞┐┚ ┏〞─┍┑┚ ┐ 9 ┃┍ 19 ┖〞┐┍━
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んÑ½óÖóïöëíîó　 ゐñëñ£Üçï¡ÜÇÜ 
ëÜÑÜÜäëíç¿ñÖó　 ç▲ëí¢íñö ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá 

『とさあうけねせけさそうそこ 
【あすあちか ¨うあせそうせか 

£í ½ÖÜÇÜ¿ñöÖóú ó 
ÑÜßëÜïÜçñïöÖ▲ú ç¡¿íÑ 
ç ëíßÜöÜ äëñÑäëó　öó　.

[╄
╉╊

┿╋
┿

• しっさゃうし 
• ゅぇさぇくすうは 
• おぇつっしすゃけ

こけ こさうゃかっおぇすっかぬくにき ちっくぇき

8-904-98-42-427, 8-912-27-26-494

[╄╉╊┿╋┿
[╄

╉╊
┿╋

┿

╉〉‶╄-‶[¨╄╉〈
- ておぇそに-おせこっ
- きっあおけきくぇすくにっ ょゃっさう
- くぇすはあくにっ こけすけかおう

╉けさけすおうっ しさけおう, けすかうつくけっ おぇつっしすゃけ, 
くっこさうかうつくけ くういおうっ ちっくに.

〈っか. 8-953-603-15-07.
┿ょさっし: せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7

Та<C:
«ЮНОСТЬ»

IHE?AGUC GHF?J >EY 
<:R?=H L?E?NHG:

8-953-60-55-464
[╄╉╊┿╋┿



╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 65643. 〈うさぇあ 3730. ̈ ぉなっき 5 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru ╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 

うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす 
さっおかぇきけょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿– 4-88-11.
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿ - 4-90-34.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33. 

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

¨すょっか さっおかぇきに  - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿.
《けすけおけささっしこけくょっくす - ┿くくぇ ╂┿╁[╇╊╄′╉¨.

‶さけしぬぉぇ くぇこさぇゃかはすぬ しけけぉとっくうは くぇ けょうく うい しかっょせのとうた ぇょさっしけゃ:
bgo@list.ru – ょかは けそうちうぇかぬくにた ょけおせきっくすけゃ ぇょきうくうしすさぇちうう う ╃せきに ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ,
brreklama@mail.ru– ょかは さっおかぇきに う ╁]╄》 ゃうょけゃ けぉなはゃかっくうえ,
bergrad@mail.ru – ょかは けぉさぇとっくうえ う いぇこさけしけゃ ゅさぇあょぇく.

‶けょぇすぬ けぉなはゃかっくうっ う こけょこうしぇすぬしは くぇ ゅぇいっすせ ゃに きけあっすっ おさせゅかけしせすけつくけ こけ ぉっしこかぇすくけきせ すっかっそけくせ: 8-800-3001-076.

〉』[╄╃╇〈╄╊を ╂┿╆╄〈｠:
ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
╇╆╃┿〈╄╊を: ╀っさっいけゃしおけっ ╋┿〉 
“[っょぇおちうは ゅぇいっすに “╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ”.
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