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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, 4 そっゃさぇかは
╋ぇかけけぉかぇつくけ, 

ょくひき -8-10, くけつぬの -16-18
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 5 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 731 きき さす.しす.

]せぉぉけすぇ, 5 そっゃさぇかは
‶ぇしきせさくけ, 

ょくひき -11-13, くけつぬの -13-15
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 729 きき さす.しす.

╉けききせくぇかぬくにっ しかせあぉに くぇてっゅけ けおさせゅぇ ぉけさのすしは し かっょはくけえ 
くぇこぇしすぬの おぇあょにえ ゅけょ, う くにくってくうえ – くっ うしおかのつっくうっ.

– ╉さにてせ ょけきぇ わ43 くぇ せかうちっ ‶っさゃけきぇえしおけえ きに せあっ けつう-
しすうかう けす しくっゅぇ, くぇ ╃けきっ ゃっすっさぇくけゃ う ょけきっ わ4 くぇ せかうちっ 
〈っぇすさぇかぬくぇは こけつうとっくに おけいにさぬおう. ]かっょうき きに う いぇ ぉぇかおけ-
くぇきう. ╉しすぇすう, しけしせかぬおう くぇ ょゃせた こけしかっょくうた いょぇくうはた けぉにつくけ 
くっ けぉさぇいせのすしは, – さぇししおぇいにゃぇっす ょうさっおすけさ ╆┿¨ 〉╉ «╂けさ]ゃっす» 
ぁょせぇさょ 〈けこけさうとっゃ. – ╅うすっかう けぉしかせあうゃぇっきにた «╂けさ]ゃっすけき» 
ょけきけゃ いくぇのす, つすけ しけ ゃしっきう こさけしぬぉぇきう う こさっすっくいうはきう, ゃ 
すけき つうしかっ う けすくけしうすっかぬくけ しけしせかっお, しかっょせっす けぉさぇとぇすぬしは こけ 
すっかっそけくせ 4-51-28 かうぉけ いゃけくうすぬ くぇ おけさけすおうえ くけきっさ 119. 
╁ ╃けきっ ゃっすっさぇくけゃ きけあくけ けしすぇゃうすぬ いぇはゃおせ つっさっい ゃぇたすせ. ┿ 
ゃけけぉとっ ゃ おぇあょけき うい ょけきけゃ こけしすけはくくけ くぇたけょうすしは くぇて こさっょ-
しすぇゃうすっかぬ – しこっちうぇかぬくけ くぇいくぇつっくくにえ しすぇさてうえ, けすしかっあうゃぇ-
のとうえ しうすせぇちうの. 

ぁょせぇさょ ╇ゅけさっゃうつ くぇいにゃぇっす さぇぉけすせ こけ けつうしすおっ おさにて けす 
くぇかっょう う しけしせかっお こさうゃにつくけえ う させすうくくけえ, けょくぇおけ こさういくぇひす, 
つすけ ゃ こけしひかおぇた (くぇこさうきっさ, ╊けしうくけき, ╉かのつっゃしおっ) かうおゃうょう-

さけゃぇすぬ かっょはくせの せゅさけいせ しかけあくっっ: ゃ しすぇさにた ょけきぇた, し こかけたけえ 
すっこかけういけかはちうっえ おさにてう けぉさぇいけゃぇくうっ くぇかっょう こさけうしたけょうす 
ぉにしすさっっ.

– ╋ぇしすっさ せつぇしすおぇ おぇあょにえ ょっくぬ けぉたけょうす しゃけえ あうかけえ 
そけくょ. ぁすけ ゃぇあくけ, すぇお おぇお しけしせかぬおう こけはゃかはのすしは っあっ-
ょくっゃくけ. 〈ぇき, ゅょっ けくう けぉくぇさせあうゃぇのすしは, くぇすはゅうゃぇっすしは しうゅ-
くぇかぬくぇは かっくすぇ. ]さぇいせ あっ いぇおぇいにゃぇっすしは ぇゃすけゃにておぇ, う くぇ 
しかっょせのとうえ ょっくぬ うた しぉうゃぇのす. 〈ぇお, ゃ ょっおぇぉさっ くぇ けょくけき 
せつぇしすおっ (せ くぇし うた しっきぬ) ぇゃすけゃにておぇ さぇぉけすぇかぇ ょっゃはすぬ さぇい, 
ぉにかう けつうとっくに おさにてう ょゃぇょちぇすう ゃけしぬきう ょけきけゃ. ╅うかけえ 
そけくょ せ くぇし ぉけかぬてけえ, う こけきけとぬ あうすっかっえ くうおけゅょぇ くっ こけ-
きってぇっす. ‶けねすけきせ けぉさぇとぇの ゃくうきぇくうっ ぉっさっいけゃつぇく, ょけきぇ 
おけすけさにた けぉしかせあうゃぇっす くぇてぇ けさゅぇくういぇちうは: っしかう ゃに いぇきっ-
すうかう くぇ おさにてっ しけしせかぬおう, くっこさっきっくくけ くぇぉっさうすっ すっかっそけく 
ぇゃぇさうえくけえ しかせあぉに 48-48-0. ╁しっ こけしすせこうゃてうっ くぇ ねすけす 
くけきっさ しうゅくぇかに そうおしうさせのすしは う くうおけゅょぇ くっ けしすぇのすしは ぉっい 
けすゃっすぇ, – ゅけゃけさうす うしこけかくうすっかぬくにえ ょうさっおすけさ ¨¨¨ «╅╉》-
》けかょうくゅ» ぃさうえ ╁っさっとぇゅうく.

╀けさのすしは しけ かぬょけき う «しすぇかぇおすうすぇきう» くぇ おさにてぇた う ゃ ¨¨¨ 
«╀っさひいけゃしおぇは ╅ぁ¨». ‶け しかけゃぇき ょうさっおすけさぇ ねすけえ けさゅぇくういぇ-
ちうう ]っさゅっは ╉さうちおけゅけ, しけしすけはくうっ おさにて こけしすけはくくけ おけくすさけ-
かうさせっす きぇしすっさ せつぇしすおぇ. 〈ぇおあっ あうすっかう きけゅせす しけけぉとぇすぬ け しけ-
しせかぬおぇた こけ すっかっそけくせ あうかうとくけ-ねおしこかせぇすぇちうけくくけゅけ せつぇしすおぇ.

╆ぇ こさっょけすゃさぇとっくうっき «かっょはくけえ せゅさけいに しゃっさたせ» しかっょうす 
こさけおせさぇすせさぇ, けつっゃうょくけ, こぇきはすせは け くっしつぇしすくにた しかせつぇはた, おけ-
すけさにっ せあっ こさけういけてかう ねすけえ いうきけえ ゃ さぇいくにた ゅけさけょぇた くぇてっえ 
しすさぇくに (けょうく うい しぇきにた ゅさけきおうた – ゅうぉっかぬ さっぉひくおぇ こけょ かっ-
ょはくけえ ゅかにぉけえ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ). 〈ぇお, 20 はくゃぇさは させおけゃけ-
ょうすっかはき せこさぇゃかはのとうた おけきこぇくうえ けおさせゅぇ ぉにかう くぇこさぇゃかっくに 
«こさっょせこさっあょっくうは け くっょけこせしすうきけしすう くぇさせてっくうは あうかうとくけ-
ゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ», ぇ 21 はくゃぇさは しけしすけはかしは しけゃきっしすくにえ し 
こさっょしすぇゃうすっかっき せこさぇゃかっくうは ╅╉》 けぉなっいょ しけちうぇかぬくけ いくぇつう-
きにた けぉなっおすけゃ (ょっすしおうた しぇょけゃ, ておけか) う あうかにた ょけきけゃ. 〉しすぇ-
くけゃうゃ, つすけ くぇ さはょっ ょけきけゃ くぇたけょはすしは しけしせかぬおう, こさけおせさぇすせさぇ 
しさぇいせ くぇこさぇゃうかぇ てっしすぬ うしおけゃにた いぇはゃかっくうえ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ 
ゅけさけょしおけえ しせょ. 

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
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╉ぇお しけけぉとぇのす ゃ しかせあぉっ 
しおけさけえ きっょうちうくしおけえ こけきけとう, 
ねすけえ いうきけえ ぉにか いぇそうおしうさけ-
ゃぇく けょうく しっさぬひいくにえ しかせつぇえ 
すさぇゃきぇすういきぇ けす しくっゅぇ う くぇ-
かっょう くぇ おさにてぇた: あっくとうくぇ-
せつぇしすおけゃにえ ゃさぇつ こけかせつうかぇ 
いぇおさにすせの つっさっこくけ-きけいゅけゃせの 
すさぇゃきせ ゃけ ゃさっきは けぉしかせあうゃぇ-
くうは ゃにいけゃけゃ. ぁすけ こさけういけてかけ 
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, しくっゅ しけてひか し ょけきぇ 
わ5ぇ くぇ せかうちっ 〈けかぉせたうくぇ.

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
′¨╁｠╈ ╂¨╃ 

‶¨ ╊〉′′¨╋〉 
╉┿╊╄′╃┿[ぃ 

(′┿ 2011 ╂¨╃) 
′っさっょおけ ′けゃにえ ゅけょ こけ かせく-

くけきせ おぇかっくょぇさの くぇいにゃぇのす «おう-
すぇえしおうき», こけすけきせ つすけ っゅけ こさぇいょ-
くけゃぇくうっ さぇしこさけしすさぇくうかけしぬ こけ 
┿いうう, ぇ ゃ ょぇかぬくっえてっき う こけ きうさせ, 
うきっくくけ うい ‶けょくっぉっしくけえ.

╀けかっっ すけゅけ, ゃ ぉけかぬてうくしすゃっ 
しすさぇく, けすきっつぇのとうた ねすけす こさぇいょ-
くうお, «おうすぇえしおうえ» ′けゃにえ ゅけょ はゃ-
かはっすしは ゅけしせょぇさしすゃっくくにき こさぇいょ-
くうおけき う さぇょけしすくにき しけぉにすうっき 
ょかは こさっょしすぇゃうすっかっえ ゃしった くぇちう-
けくぇかぬくけしすっえ う おけくそっししうえ.

′けゃけゅけょくうえ せあうく – ゅかぇゃくぇは 
くけゃけゅけょくはは すさぇょうちうは. ‶さうつひき 
くぇ しすけかっ ょけかあくけ ぉにすぬ おぇお きけあくけ 
ぉけかぬてっ ぉかのょ. ]けゅかぇしくけ すさぇょう-
ちうう ゃ こさぇいょくうつくせの くけつぬ いぇ しすけ-
かけき こさうしせすしすゃせのす ょせたう こさっょおけゃ, 
おけすけさにっ はゃかはのすしは こけかくけこさぇゃくに-
きう せつぇしすくうおぇきう すけさあっしすゃぇ. 

‶[╇╊〉′╄′╇╄
╁ 1966 ゅけょせ  しけゃっすしおぇは しすぇく-

ちうは «╊せくぇ-9» ゃこっさゃにっ しけゃっさ-
てうかぇ きはゅおせの こけしぇょおせ くぇ ╊せくっ う 
こっさっょぇかぇ くぇ ╆っきかの しくうきおう かせく-
くけゅけ かぇくょてぇそすぇ. ′ぇ ねすうた ういけ-
ぉさぇあっくうはた, しょっかぇくくにた し ゃにしけすに 
けおけかけ 1 き, ぉにかう ゃうょくに ょっすぇかう 
さぇいきっさけき ょけ 1 きき.
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╆ぇゃっさてうかしは ゃういうす こさっいうょっくすぇ [けししうう ゃ ╄おぇ-

すっさうくぉせさゅ. ╃きうすさうえ ╋っょゃっょっゃ こさうくはか せつぇしすうっ 
ゃ すけさあっしすゃっくくけえ ちっさっきけくうう けすおさにすうは こぇきはす-
くうおぇ こっさゃけきせ こさっいうょっくすせ ╀けさうしせ ╄かぬちうくせ. 

‶ぇきはすくうお こさっょしすぇゃかはっす しけぉけえ 
ょっしはすうきっすさけゃせの しすっかせ-けぉっかうしお うい 
しゃっすかけゅけ せさぇかぬしおけゅけ きさぇきけさぇ. ¨く 
せしすぇくけゃかっく ゃけいかっ ぉういくっし-ちっくすさぇ 
«╃っきうょけゃ», ゅょっ ゃ 2011 ゅけょせ こかぇ-
くうさせっすしは けすおさにすぬ う ‶さっいうょっくすしおうえ 
ちっくすさ ╄かぬちうくぇ. ‶け しかけゃぇき ╋っょゃっ-
ょっゃぇ, «さってうすっかぬくけしすぬ う ゃけかは – ゃけす 
つすけ たぇさぇおすっさういせっす ねすけす きけくせきっくす". 
"╋くっ おぇあっすしは, ねすけ すっ つっさすに, おけすけさにっ 
けすかうつぇかう ゅさぇあょぇくうくぇ [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう ╀けさうしぇ ╄かぬちうくぇ», – こけょ-
つっさおくせか ゅかぇゃぇ ゅけしせょぇさしすゃぇ.

╉さけきっ すけゅけ, ゅかぇゃぇ ゅけしせょぇさしすゃぇ 
こけしっすうか ょっすしおうえ ちっくすさ ょかは ょっすっえ 
し けゅさぇくうつっくくにきう ゃけいきけあくけしすはきう 
«‶っかうおぇく» う ゃけいゅかぇゃうか いぇしっょぇくうっ 

]けゃっすぇ こけ さぇいゃうすうの ゅさぇあょぇくしおけゅけ けぉとっしすゃぇ 
う こさぇゃぇき つっかけゃっおぇ, くぇ おけすけさけき ゃくうきぇすっかぬくけ  
さぇししきぇすさうゃぇか こけょぇさっくくにっ っきせ ょっすしおうっ おくうゅう け 
こさぇゃけゃけえ ゅさぇきけすくけしすう.

«╉くうゅう, おけすけさにっ ゃに 
こけょぇさうかう, けつっくぬ うくすっ-
さっしくにっ, – こけぉかぇゅけょぇさうか 
こさっいうょっくす. – ╁けこさけし: 
«╇きっっす かう きぇさすにておぇ 
こさぇゃけ こけかぬいけゃぇすぬしは けつ-
おぇきう?», – こさけちうすうさけゃぇか 
ょっすしおけっ ういょぇくうっ ╃きう-
すさうえ ╋っょゃっょっゃ.  

〉つぇしすくうおう ゃにしすせこかっ-
くうは くっゃけかぬくけ いぇょせきぇ-
かうしぬ くぇょ しきにしかけき ゃけ-
こさけしぇ. ┿ こさっいうょっくす, すっき 
ゃさっきっくっき, こけしこってうか ゃ 
ぇねさけこけさす う こさうぉかういう-
すっかぬくけ ゃ 15 つぇしけゃ ゃにかっ-
すっか ゃ ╋けしおゃせ.

‶¨╊╇〈╀┿〈┿╊╇╇

┫┤┵┶┲┯╀┱┿┩ ┵┴┤┪┩┱┬╃
╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ こけかうすぉぇ-

すぇかうう こさっすっくょっくすけゃ くぇ ょけかあくけしすぬ 
ゅかぇゃに くぇてっゅけ ゅけさけょぇ こさけたけょはす くっ くぇ 
せかうちぇた, ぇ ゃ こけきっとっくうはた ういぉうさおけきぇ. 
╉ぇくょうょぇすに, くぇぉかのょぇすっかう う つかっくに 
すっささうすけさうぇかぬくけえ ういぉうさぇすっかぬくけえ 
おけきうししうう, せしっゃてうしぬ いぇ けょうく しすけか, 
すとぇすっかぬくけ こさけゃっさはのす こけょこうしくにっ 
かうしすに, しけぉさぇくくにっ ゃ こけょょっさあおせ こさっ-
すっくょっくすぇ. ‶けょこうしぬ ゅけさけあぇくうくぇ, ゃに-
いにゃぇのとぇは しけきくっくうっ ゃ こけょかうくくけしすう 
うかう けそけさきかっくくぇは し くぇさせてっくうっき 
くけさき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, せきっくぬてぇっす 
てぇくしに しけうしおぇすっかは くぇぉさぇすぬ 500 くっ-
けぉたけょうきにた ゅけかけしけゃ. ′っせょうゃうすっかぬ-
くけ こけねすけきせ, つすけ おぇあょけっ いぇきっつぇくうっ 
さぇぉけすくうおぇ ういぉうさおけきぇ ゃしすさっつぇっす 

はさけしすくけっ しけこさけすうゃかっくうっ おぇくょうょぇ-
すぇ. ╉さけきっ すけゅけ, こけょこうしう こさけたけょはす 
ねおしこっさすういせ せ ゅさぇそけかけゅぇ, ぇ しゃっょっくうは 
け こけょこうしぇゃてうたしは こっさっこさけゃっさはっす 
きうゅさぇちうけくくぇは しかせあぉぇ.

′っしきけすさは くぇ きくけあっしすゃけ しかせたけゃ 
う うくすっさくっす-しおぇくょぇかけゃ, ょけしすけゃっさ-
くけ きに きけあっき せすゃっさあょぇすぬ こけおぇ 
すけかぬおけ け すけき, つすけ うい こさっょゃにぉけさ-
くけえ ゅけくおう ゃにぉにかぇ 〈ぇきぇさぇ ╂けかけゃくは 
(さってっくうっ ╇いぉうさおけきぇ けこせぉかうおけゃぇ-
くけ くぇ 4 しすさぇくうちっ). ╀けかぬてっ ょっしはすう 
こさけちっくすけゃ こけょこうしっえ, しけぉさぇくくにた 
いぇ くっひ, こさういくぇくに くっょっえしすゃうすっかぬ-
くにきう うかう くっょけしすけゃっさくにきう, つすけ, 
こけ いぇおけくせ, ぇゃすけきぇすうつっしおう ゃかっつひす 
けすおぇい ゃ さっゅうしすさぇちうう おぇくょうょぇすぇ. 

]‶¨[〈

′┿ ‶¨╃]〈〉‶┿》 ╉ ‶を╄╃╄]〈┿╊〉
¨]〈┿╊╇]を ‶╊¨╁『｠ ╇╆-╆┿ ′╄》╁┿〈╉╇ 〈[╄′╇[¨╁¨╉ ′┿ ╁¨╃╄

╋ぇさうは ╉┿[┿]┱╁┿, すさっくっさ ╃ぃ]【
╁ こけしかっょくうっ ょくう はくゃぇさは ゃ 』っ-

かはぉうくしおっ こさけてかう ╁しっさけししうえしおうっ 
しけさっゃくけゃぇくうは こけ こかぇゃぇくうの ゃ 
かぇしすぇた. ′ぇ こっさゃにえ しっさぬひいくにえ 
しすぇさす しっいけくぇ こさうったぇかう 236 しこけさ-
すしきっくけゃ 17 さっゅうけくけゃ しすさぇくに, 
こさっょしすぇゃかはゃてうっ 23 おかせぉぇ. ]けしすは-
いぇかうしぬ けくう ゃ ょゃせた ゃけいさぇしすくにた おぇ-
すっゅけさうはた. ╁ しすぇさてっえ ゃけいさぇしすくけえ 
ゅさせここっ くぇ つっすにさひた ょうしすぇくちうはた 
けょっさあぇかぇ こけぉっょせ ゃけしこうすぇくくうちぇ 
╀っさひいけゃしおけえ ╃ぃ]【 ¨かぬゅぇ ╉けさっ-
くっゃしおぇは. ╉ すけきせ あっ ¨かぬゅぇ こけおぇ-
いぇかぇ さっいせかぬすぇすに, こさっゃにてぇのとうっ 
さっおけさょ きうさぇ しさっょう ょっゃせてっお!

]さっょう しすぇさてうた のくけてっえ けすかう-
つうかしは ╃きうすさうえ ╊せおぬはくけゃうつ, せつぇ-
とうえしは ¨〉 わ23: けく いぇきおくせか こはすひさ-
おせ しうかぬくっえてうた くぇ ょうしすぇくちうう 400 
きっすさけゃ ゃ かぇしすぇた. ╋かぇょてうっ のくけてう 
すぇおあっ こけさぇょけゃぇかう しゃけうきう ょけしすう-
あっくうはきう: ╃ぇくうか ╉うさぇくけゃ ぉにか つっす-

ゃひさすにき くぇ ょうしすぇくちうう 800 きっすさけゃ ゃ 
かぇしすぇた, ぇ ╉けくしすぇくすうく ╋うくっっゃ – こは-
すにき くぇ つっすにさひたしけすおっ ゃ かぇしすぇた. ̈ ぉぇ 
しこけさすしきっくぇ せつぇすしは ゃ かうちっっ わ3. 

╅ぇかぬ, ゃ ねすけす さぇい きに くっ せしかに-
てぇかう ゃ のくけてっしおけえ おけきぇくょっ いゃけ-
くぇ きっょぇかっえ: くぇてう さっぉはすぇ ゃこけかくっ 
きけゅかう ぉにすぬ こさういひさぇきう しけしすはいぇ-
くうえ, くけ けおぇいぇかうしぬ かうてぬ くぇ こけょ-
しすせこぇた お こぬっょっしすぇかせ. ¨ぉなはしくっくうっ 
すけきせ こさけしすけっ: くっ たゃぇすうかけ こかぇ-
ゃぇすっかぬくけえ  こけょゅけすけゃおう. ′ぇてうき 
しこけさすしきっくぇき こけ-こさっあくっきせ いぇおぇ-
いぇくぇ ょけさけゅぇ ゃ ぉぇししっえく «′っこすせく», 
う けくう すさっくうさせのすしは ゃ しっきぬ つぇしけゃ 
せすさぇ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. 〈ぇおうっ うし-
こにすぇくうは ゃにょっさあうゃぇのす ょぇかっおけ くっ 
ゃしっ ょっすう う さけょうすっかう, ゃっょぬ ょけぉう-
さぇのすしは くぇ ゃけょせ けくう しゃけうき たけょけき. 
╁こっさっょう っとひ くっきぇかけ けすゃっすしすゃっく-
くにた ゃにしすせこかっくうえ, ぇ ゅけすけゃうすぬしは お 
くうき こかけゃちに ぉせょせす… くぇ しせてっ. 

╉¨╋╋〉′┿╊╉┿

┪┮┹-┹┲┯┨┬┱┧ ┳┴┲┬┧┴┤┯ ┦ ┵┷┨┩ ┴┲┵┳┲┶┴┩┥┱┤┨┫┲┴┷
〉‶[┿╁╊╄′╇╄ [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃにうゅさぇかけ ゃ 

╀っさひいけゃしおけき ゅけさしせょっ ょっかけ ゃ けすくけてっくうう ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ».
╉ぇお こけおぇいぇかぇ ゃくっこかぇくけゃぇは こさけゃっさおぇ 

╀っさひいけゃしおけゅけ すっささうすけさうぇかぬくけゅけ けすょっかぇ 
〉こさぇゃかっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ こけ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう, «╅╉》-》けかょうくゅ» くぇさせてぇか 
せしすぇくけゃかっくくにえ こけさはょけお こさけゃっょっくうは こっさっ-
さぇしつひすけゃ さぇいきっさぇ こかぇすに いぇ せしかせゅせ けすけこかっ-
くうは ゃ こっさうけょ し こっさゃけゅけ ょっおぇぉさは 2009 ゅけょぇ 
こけ 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ. 

╉ぇお せしすぇくけゃうかう しこっちうぇかうしすに くぇょいけさくけゅけ 
ゃっょけきしすゃぇ, こさっょこさうはすうっ こさけゃけょうかけ こっさっさぇし-
つひす いぇ けすけこかっくうっ くっくぇょかっあぇとっゅけ おぇつっしすゃぇ 
うしたけょは うい おけかうつっしすゃぇ こけすさっぉかひくくけえ う くっこけ-
すさっぉかひくくけえ すっこかけゃけえ ねくっさゅうう, ぇ くっ こぇさぇきっ-
すさけゃ すっきこっさぇすせさに ゃけいょせたぇ ゃ おゃぇさすうさっ. 〈ぇおうき 
けぉさぇいけき, «╅╉》-》けかょうくゅ» くぇさせてうか うきせとっ-
しすゃっくくにっ こさぇゃぇ こけすさっぉうすっかっえ.

╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは こっさっさぇしつひす こさう 
こさっょけしすぇゃかっくうう せしかせゅ くっくぇょかっあぇとっゅけ おぇ-
つっしすゃぇ こさけういゃけょうすしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう し こけ-
さはょおけき, せしすぇくけゃかっくくにき ゃ こけしすぇくけゃかっくうう.

– 』すけぉに けしせとっしすゃうすぬ こっさっさぇしつひす, しけぉ-
しすゃっくくうお ょけかあっく けぉさぇすうすぬしは ゃ ¨¨¨ «╅╉》-
》けかょうくゅ», こけょぇすぬ いぇはゃかっくうっ う こさっょけしすぇゃうすぬ 

くっけぉたけょうきにっ ょけおせきっくすに. ┿ うきっくくけ, ぇおす, ゃ 
おけすけさけき いぇそうおしうさけゃぇく そぇおす こさっょけしすぇゃかっ-
くうは くっおぇつっしすゃっくくにた おけききせくぇかぬくにた せしかせゅ ゃ 
けこさっょっかひくくにえ こっさうけょ, せおぇいぇくに う いぇゃっさっくに 
しこっちうぇかうしすけき くぇてっえ けさゅぇくういぇちうう くういおうっ 
(くうあっ 18-20˚]) こけおぇいぇすっかう すっきこっさぇすせさに 
ゃけいょせたぇ ゃ おゃぇさすうさっ. ╁ ぇおすっ ょけかあくけ ぉにすぬ 
こさけこうしぇくけ すぇおあっ う すけ, つすけ しけぉしすゃっくくうおう 
こさうくはかう くぇょかっあぇとうっ きっさに こけ せすっこかっくうの 
しゃけっえ おゃぇさすうさに. 〈ぇおあっ たけつっすしは けぉさぇすうすぬ 
ゃくうきぇくうっ ぉっさっいけゃつぇく くぇ すけ, つすけ ゃしっ ゃけこさけしに 
きけあくけ さってうすぬ ゅけさぇいょけ けこっさぇすうゃくっっ, けぉさぇ-
すうゃてうしぬ くぇこさはきせの ゃ ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ», 
ぇ くっ しさぇいせ ゃ ゃにてっしすけはとうっ うくしすぇくちうう. ╋に 
しすさっきうきしは せしすさぇくはすぬ ゃしっ くっこけかぇょおう, けょくぇおけ 
くっ ゃしひ せょぇひすしは ぉにしすさけ けぉくぇさせあうすぬ. ‶けきけゅう-
すっ くぇき ゃ ねすけき, しけけぉとぇえすっ け しゃけうた くっせさはょう-
ちぇた, – ゅけゃけさうす のさうしす ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» 
╊うょうは ╁ぇさそけかけきっっゃぇ.

‶けょゅけすけゃうかぇ ╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ 
╇しこけかぬいけゃぇくに きぇすっさうぇかに 

うくそけさきぇちうけくくにた ぇゅっくすしすゃ 
う しけぉしすゃっくくぇは うくそけさきぇちうは ╀[

『╁╄〈〉】╇╈ ╂¨[¨╃ ╆╇╋¨╈

ÂÌÅÑÒÎ ÑÓÃÐÎÁÎÂ – ÖÂÅÒÛ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨ う ╊のぉけゃう ′╇╉╇《¨[¨╁¨╈
′けゃけえ ょけしすけこさうきっつぇすっかぬくけ-

しすぬの こけしひかおぇ ]ぇさぇこせかおう しすぇか 
しくっあくにえ ゅけさけょけお, こけしすさけっくくにえ 
せつぇしすくうおぇきう ぇおちうう «『ゃっすせとうえ 
ゅけさけょ いうきけえ» ゃけ ょゃけさっ ょけきぇ 
わ1 くぇ せか. ]けゃたけいくけえ. ╁ «『ゃっ-
すせとっき ょゃけさうおっ» あうゃせす ╆ぇはち う 
]くっゅけゃうお, しすけうす せおさぇてっくくぇは 
ひかおぇ,  さぇしすせす こけょしけかくせたう う さぇい-
くけちゃっすくにっ さけきぇておう. 

╆ぇょせきおぇ しょっかぇすぬ うい いぇしくっあっく-
くけゅけ ょゃけさぇ ちゃっすせとうえ こさうてかぇ ゃ 
ゅけかけゃせ ╊のぉけゃう ′うおうそけさけゃけえ, 
おけすけさぇは おぇあょせの いうきせ くぇぉかのょぇ-
かぇ うい けおくぇ しおせつくにえ こっえいぇあ いぇ-
しくっあっくくけえ こかけとぇょおう. ╊のぉけゃぬ – 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえくっさ う しゃけう 
こさけそっししうけくぇかぬくにっ くぇゃにおう けくぇ 
さってうかぇ こさうきっくうすぬ くぇ ぉかぇゅけ 
さけょくけゅけ ょゃけさぇ. 』すけぉに くぇえすう こけ-
きけとくうおけゃ, さぇいゃっしうかぇ こけ こけょな-
っいょぇき けぉなはゃかっくうは け くぇつうくぇの-
とっえしは しくっあくけえ しすさけえおっ. 

– ¨すおかうおくせかうしぬ ょっすう, ゃしひ 
ねすけ きに しすさけうかう ゃきっしすっ し くうきう, 
– さぇししおぇいにゃぇっす うくうちうぇすけさ. – 
╉けゅょぇ ゃっつっさけき しけぉうさぇかうしぬ くぇ 
こかけとぇょおっ, あうすっかう ょけきけゃ くぇ-
ぉかのょぇかう いぇ くぇきう うい けおけく, くけ 
ゃにえすう すぇお う くっ いぇたけすっかう. 

]ゃっすぇ, ]ぇてぇ う ╊っくぇ [ぇぉうくけ-
ゃうつ, ╉ぇすは う ╉けしすは 』っさくにてけゃに, 

╉ぇさうくぇ ╁にしけちおぇは, ╁ぇしうかうしぇ 
′うおうすうくぇ, ╅っくは ╉かうきぇし, ‶ぇてぇ 
╀せかょぇおけゃ – ねすう きけかけょにっ しおせかぬ-
こすけさに けすかうつくけ しこさぇゃうかうしぬ う 
ぉっい かっくうゃにた ゃいさけしかにた. ╉ぇあょにえ 
うい ょっしはすう さっぉはす ゃっつっさぇ こけしかっ 
ておけかに こさけゃけょうか いぇ さぇぉけすけえ: 
つうしすうかう, かっこうかう, いぇかうゃぇかう. 〈は-
あっかっっ ゃしっゅけ こさうてかけしぬ し かっょは-
くけえ ゅけさおけえ: ょかうくに てかぇく-
ゅぇ くっ たゃぇすぇかけ, こけねすけきせ 
ゃけょせ けす こけょなっいょぇ くけしう-
かう ゃさせつくせの. ] せくうゃっさ-
しぇかぬくけえ しくっあくけえ ゅけさに, 
けぉせしすさけっくくけえ ょっすぬきう, 
きけあくけ おぇすぇすぬしは おぇお くぇ 
かっょはくおぇた, すぇお う くぇ かにあぇた 
– ょかは くうた っしすぬ けすょっかぬくにえ 
しこせしお. 

╂かぇゃくけっ せおさぇてっくうっ 
ょゃけさうおぇ – ゃにしけおせの ひかおせ – こけ-
ょぇさうか ょっすはき ぉさぇす ╊のぉに, けく 
しさせぉうか っひ しけ しゃけっゅけ せつぇしすおぇ. ┿ 
ゃけす せおさぇてっくうは ょかは ょっさっゃぇ ょっすう 
ょっかぇかう しぇきう うい おぇさすけくぇ, さぇい-

くけちゃっすくけえ そけかぬゅう, きうてせさに う 
ちゃっすくけえ ぉせきぇゅう. ╁しっえ おけきぇくょけえ 
けくう ゃにさっいぇかう う けゅさけきくにっ こけょ-
しけかくせたう, おけすけさにっ さぇしちゃっかう くぇ 
ゃっさてうくっ ゅけさおう. 

╄とひ くぇ こかけとぇょおっ しすけうす しうくうえ 
いぇはち う こさうこぇさおけゃぇく おぇぉさうけかっす, 
こけしかっょくうえ けしけぉっくくけ こさうゃかっおぇ-
っす のくにた ぇゃすけかのぉうすっかっえ. [っぉはすぇ 

っゅけ けつうとぇのす けす しくっゅぇ, う ょぇあっ 
しこせしすは こけかきっしはちぇ けく しすけうす おぇお 
くけゃっくぬおうえ. ╃ぇ う しぇき ゅけさけょけお しけ 
ゃさっきっくっき くっ きっくはっすしは, ょっすう っゅけ 
ぉっさっゅせす う けたさぇくはのす.

╉[╇╋╇′┿╊
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿ 

′╄]╉〉』′¨╄ ╁¨]╉[╄]╄′を╄
]╄]〈[┿ ′┿ ]╄]〈[〉
30 はくゃぇさは ゃ ょっあせさくせの つぇしすぬ ¨╁╃ 

こけしすせこうか いゃけくけお けす くっういゃっしすくけゅけ 
かうちぇ し しけけぉとっくうっき けぉ けぉくぇさせあっくうう 
ゃ おゃぇさすうさっ 24 ゃ ょけきっ わ20 くぇ せかうちっ 
‶っさゃけきぇえしおけえ すさせこぇ あっくとうくに しさっょ-
くっゅけ ゃけいさぇしすぇ し くけあっゃにき さぇくっくうっき 
ゃ ゅさせょぬ. ╁ たけょっ けこっさぇすうゃくけ-さけいにしお-
くにた きっさけこさうはすうえ ゃにはしくうかけしぬ, つすけ 
せぉうえしすゃけ くぇ ぉにすけゃけえ こけつゃっ しけゃっさ-
てうかぇ ゅさぇあょぇくおぇ ]., けくぇ あっ さけょくぇは 
しっしすさぇ せぉうっくくけえ. ]せさけゃぇは しっしすさぇ 
ぉにかぇ くぇえょっくぇ.

╀¨╂┿〈╄′を╉╇╈ ╀〉[┿〈╇′¨
30 はくゃぇさは こけしすせこうかけ いぇはゃかっくうっ けす 

こさけょぇゃちぇ きぇゅぇいうくぇ «╆けかけすけえ おかの-
つうお», おけすけさにえ くぇたけょうすしは ゃ こけしひかおっ 
╉かのつっゃしお. ]せすぬ ょっかぇ ゃ すけき, つすけ くっ-
おうえ ゅさぇあょぇくうく, ゃいかけきぇゃ ゃ ょぇくくけき 
きぇゅぇいうくっ はとうお しすけかぇ, ゃにおさぇか ょくっゃ-
くせの ゃにさせつおせ «╆けかけすけゅけ おかのつうおぇ». 
╂さぇあょぇくうく ′. 1984 ゅけょぇ さけあょっくうは, 
しけゃっさてうゃてうえ ねすけ くったけさけてっっ ょっはくうっ, 
ぉにか いぇょっさあぇく う ゃ ょぇくくにえ きけきっくす しけ-
ょっさあうすしは こけょ しすさぇあっえ, すぇお おぇお いぇ くうき 
つうしかうすしは くっこけゅぇてっくくぇは しせょうきけしすぬ.

╉¨【╄╊┱╉, ╉¨【╄╊┱╉
30 はくゃぇさは ゃ 23:10 ゃ ょっあせさくせの つぇしすぬ 

こけしすせこうかけ しけけぉとっくうっ け すけき, つすけ ゃ 
さぇえけくっ ょけきぇ わ8 こけ せかうちっ ]すさけうすっかっえ 
ゅさぇぉうすっかう ゃにさゃぇかう うい させお あっくとうくに 
しせきおせ. ′ぇ きっしすけ こさっしすせこかっくうは ぉにかう 
くぇこさぇゃかっくに くぇさはょ くっきっょかっくくけゅけ さっぇ-
ゅうさけゃぇくうは う くぇさはょ ゃくっゃっょけきしすゃっくくけえ 
けたさぇくに. ╀かぇゅけょぇさは しかぇあっくくにき ょっえ-
しすゃうはき しけすさせょくうおけゃ ょゃせた ねおうこぇあっえ こけ 
ゅけさはつうき しかっょぇき ぉにか いぇょっさあぇく ゅさぇぉう-
すっかぬ – ゅさぇあょぇくうく 【., くっいぇきっょかうすっかぬ-
くけ ょけしすぇゃかっくくにえ ゃ ¨╁╃.

╁¨╆を╋╇〈╄ ′┿ ╆┿╋╄〈╉〉
]こっちうぇかうしすに きけぉうかぬくけえ 

おかうっくすしおけえ しかせあぉに せこさぇゃかっくうは ‶《 
ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき ぉせょせす ゃっしすう こさうひき 

10 そっゃさぇかは ゃ ╋けくっすくけき う 
17 そっゃさぇかは – ゃ ╊けしうくけき.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, Î×ÅÂÈÄÖÛ!
31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà îêîëî 9 ÷àñîâ íà ïàðêîâêå âîçëå äîìà ¹10 íà óëèöå Ñòðîèòåëåé ïðî-

èçîøëî ÄÒÏ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì àâòîìîáèëü ÂÀÇ-2114 ñåðîãî öâåòà íàåõàë íà àâòî-
ìîáèëü Ñèòðîåí Ñ-4 ÷¸ðíîãî öâåòà. Èùåì î÷åâèäöåâ ýòîãî ñëó÷àÿ. 

ÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Áåð¸çîâñêîìó ÃÎ ïðîñèò î÷åâèäöåâ ñîîáùèòü äåòàëè ïðîèñøåñòâèÿ â ÃÈÁÄÄ, 
êàáèíåò ¹10, èëè ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó 4-39-63. Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðîâàíà.

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

╀╄]‶[┿╁′｠╈ ╃╄′を
′╄〉╃┿』′┿ぅ 
‶¨╄╆╃¨』╉┿
30 はくゃぇさは ぉっい ょっしはすう しっきぬ 

せすさぇ きけかけょけえ, くっけこにすくにえ う ゃけ-
けぉとっ ぉっい ゃけょうすっかぬしおうた こさぇゃ, 
ゅさぇあょぇくうく ]. くぇ けすちけゃしおけえ 
╁けかゅっ ょゃうゅぇかしは こけ ぇゃすけょけさけゅっ 
╄おぇすっさうくぉせさゅ–[っあ–┿かぇこぇっゃしお 
しけ しすけさけくに ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ ゃ 
しすけさけくせ [っあぇ. ╋っあょせ 28 う 29 
おうかけきっすさぇきう すさぇししに, こさっゃにしうゃ 
しおけさけしすぬ, ゃにったぇか くぇ ゃしすさっつくせの 
こけかけしせ, ゅょっ う しすけかおくせかしは し ]せ-
ぉぇさせ ╇きこさっいぇ. 

′っせきっかにえ ゃけょうすっかぬ ╂┿╆-3110 
ぉにか ょけしすぇゃかっく ゃ ぉけかぬくうちせ し こっ-
さっかけきけき かっゃけゅけ ぉっょさぇ.

‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╇╆ 
]〈┿′¨╁¨╈ ╁ ╀¨╊を′╇『〉
30 はくゃぇさは けおけかけ すさひた つぇしけゃ ょくは 

ゅさぇあょぇくうく ╅. くぇ つせあけえ ぇゃすけきぇ-
てうくっ ]せいせおう しこってくけ ったぇか こけ すさぇし-
しっ ╀っさひいけゃしおうえ–╀っかけはさしおけっ ゃけょけ-
たさぇくうかうとっ うい こけしひかおぇ ]すぇくけゃぇは ゃ 
しすけさけくせ こけしひかおぇ 【うかけゃおぇ. ╀せょせつう 
くっ けつっくぬ たけさけてうき ゃけょうすっかっき, すっき 
ぉけかっっ ぉっい こさぇゃぇ せこさぇゃかっくうは ぇゃすけ-
きけぉうかっき, ゅさぇあょぇくうく ╅. こさっゃにしうか 
しおけさけしすぬ う けこさけおうくせかしは, けすょっかぇゃ-
てうしぬ, ゃこさけつっき, かうてぬ せてうぉかっくくけえ 
さゃぇくけえ さぇくけえ ぉさけゃう. ¨す ぉけかぬてっえ 
ぉっょに せぉっさっゅかう さっきくう ぉっいけこぇしくけ-
しすう. 》けすは かせつてっ ぉにかけ ぉに ゃけけぉとっ 
ゃ つせあうっ しぇくう くっ しぇょうすぬしは.
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╆╃¨[¨╁を╄

‶¨╃[¨]〈╉┿ 〉╉〉]╇╊┿ ╆╋╄ぅ
┩┽┖ ┨┦┤┨┺┤┶╀ ┨┩┶┩┭ ┲┶┴┤┦┬┯┬┵╀ ┶┤┥┯┩┶┮┤┰┬, ┷┮┵┷┵┲┰, ┤┯┮┲┧┲┯┩┰ 
′ぇょっあょぇ ╅╇╃╉¨╁┿, ゃさぇつ ╀っさひいけゃしおけゅけ そうかうぇかぇ ちっくすさぇ ゅうゅうっくに う ねこうょっきうけかけゅうう
╁ こさけてかけき ゅけょせ ぉにか いぇさっゅう-

しすさうさけゃぇく 121 しかせつぇえ けしすさにた 
けすさぇゃかっくうえ ぉっさっいけゃつぇく ゃ ぉにすせ. 
╇ たけすは ねすけ きっくぬてっ こけおぇいぇすっかは 
2009-ゅけ, ゃさはょ かう しすけうす うゅくけさう-
さけゃぇすぬ こさけぉかっきせ, すっき ぉけかっっ, つすけ 
けくぇ – こさうつうくぇ ゅうぉっかう かのょっえ.  

′ぇ けすさぇゃかっくうは かっおぇさしすゃっくくに-
きう こさっこぇさぇすぇきう こさうたけょうすしは 37% 
ゃしった しかせつぇっゃ けすさぇゃかっくうえ ゃ ぉにすせ, 
おしすぇすう,  こけさすうすぬ しっぉっ あういくぬ, いょけ-
さけゃぬっ こうかのかはきう きに しすぇかう ゅけさぇい-
ょけ つぇとっ! ╁ けしくけゃくけき くぇゃかっおぇのす 
くぇ しっぉは ぉっょせ あうすっかう ゃ ゃけいさぇしすっ 

]〈[〉╉〈〉[┿ ╀｠〈¨╁｠》 ¨〈[┿╁╊╄′╇╈ ╆┿ 2010 ╂¨╃

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

》¨』〉 ╀｠〈を ╁╄〈╄[┿′¨╋!
』すけ う ゅけゃけさうすぬ, ぉけかぬてうくしすゃけ 

くけゃけゃゃっょっくうえ くぇつうくぇのす あうすぬ 
すはあっかけ, しけ しおさうこけき. ╁けす う し 
こさうしゃけっくうっき いゃぇくうは «╁っすっさぇく 
すさせょぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう» せ 
くぇてうた ゅさぇあょぇく ゃけいくうおかけ きくけ-
あっしすゃけ ゃけこさけしけゃ. «ぅ こさけさぇぉけ-
すぇかぇ ゃ こさけょしくぇぉっ させょくうおぇ 40 
かっす, くけ くっ しけたさぇくうかぇ くう けょくけえ 
ゅさぇきけすに, たけすは うた ぉにかけ こさっょけ-
しすぇすけつくけ», «〉 きっくは っしすぬ けすさぇし-
かっゃけえ いくぇお いぇ せしこったう ゃ すさせょっ, 
きけゅせ は こさっすっくょけゃぇすぬ くぇ いゃぇくうっ 
ゃっすっさぇくぇ?» ╁けこさけしに つうすぇすっかう 
いぇょぇのす さぇいくにっ, ゃ せこさぇゃかっくうう 
しけちうぇかぬくけえ いぇとうすに くぇしっかっくうは 
ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ こけょすゃっさあょぇのす: 
お くうき かのょう すけあっ うょせす こけすけおけき. 
‶けねすけきせ きに こけこさけしうかう ゃっょせ-
とっゅけ しこっちうぇかうしすぇ けすょっかぇ 
しっきっえくけえ こけかうすうおう, けこっおう 
う こけこっつうすっかぬしすゃぇ, しけちうぇかぬ-
くにた ゅぇさぇくすうえ う かぬゅけす ╄かっ-
くせ ╅〉╉╄′¨╁〉 さぇししおぇいぇすぬ けぉ 
けしくけゃくにた すさっぉけゃぇくうはた お こさう-
しゃけっくうの くけゃけゅけ いゃぇくうは う こけょ-
しおぇいぇすぬ, おせょぇ けぉさぇすうすぬしは ゅけさけ-
あぇくぇき いぇ さぇいなはしくっくうはきう.

– ╄あっきっしはつくぇは ょっくっあくぇは ゃに-
こかぇすぇ ゃ 600 させぉかっえ ぉせょっす くぇいくぇ-
つぇすぬしは すけかぬおけ ゅさぇあょぇくぇき,  こけかせ-
つうゃてうき いゃぇくうっ う せょけしすけゃっさっくうっ 
くけゃけゅけ けぉさぇいちぇ «╁っすっさぇく すさせょぇ 

]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう». ╂さぇあょぇ-
くぇき, はゃかはのとうきしは けょくけゃさっきっくくけ 
«╁っすっさぇくぇきう すさせょぇ» (ゃ せょけしすけ-
ゃっさっくうう けぉけいくぇつっくに しすぇすぬう 22 う 
23 《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ «¨ ゃっ-
すっさぇくぇた») う «╁っすっさぇくぇきう すさせょぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう», しかっょせっす 
しょっかぇすぬ ゃにぉけさ しけちうぇかぬくけえ こけょ-
ょっさあおう こけ けょくけきせ うい せょけしすけゃっ-
さっくうえ. ‶けつひすくにっ ゅさぇきけすに ╋うくう-
しすっさしすゃ う ゃっょけきしすゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう くっ はゃかはのすしは けしくけゃぇくうっき 
ょかは こさうしゃけっくうは いゃぇくうは.

╇すぇお, いゃぇくうっ «╁っすっさぇく すさせょぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう» こさうしゃぇ-
うゃぇっすしは すけかぬおけ こさう しけぉかのょっくうう 
ゃしった せしかけゃうえ う すさっぉけゃぇくうえ: こさけ-
あうゃぇくうっ くぇ すっささうすけさうう くぇてっえ 
けぉかぇしすう, くぇかうつうっ しけけすゃっすしすゃせの-
とっゅけ  すさせょけゃけゅけ しすぇあぇ う くぇゅさぇょ, 
こっさっつうしかっくくにた ゃ いぇおけくっ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 23.12.2010  
わ104-¨╆ «¨ ゃっすっさぇくぇた すさせょぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう». ╉けくっつ-
くけ, せ おぇあょけゅけ こさっすっくょっくすぇ っしすぬ 
ゃけこさけしに, けぉさぇとぇえすっしぬ し くうきう ゃ 
せこさぇゃかっくうっ しけちうぇかぬくけえ いぇとうすに 
くぇしっかっくうは, つすけ くぇ せかうちっ ╊っくうくぇ, 
73, おぇぉうくっす わ35, すっかっそけく  4-93-
82. ]こっちうぇかうしすに こさうくうきぇのす し  
こけくっょっかぬくうおぇ こけ つっすゃっさゅ し 8 ょけ 
12, し 13 ょけ 17 つぇしけゃ, ゃ こはすくうちせ し 
8 ょけ 12 つぇしけゃ.

┿╉『╇ぅ

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ 
ÊÀÊ ÈÄÅÎËÎÃÈß

╉ぇすは ╋ぇさすにくけゃぇ う ┿くあっかぇ ╃あぇきぇかかっょょうく うい 9-ゅけ «ぉ» おかぇししぇ かうちっは わ3 «┿かぬはくし» こけおぇいにゃぇのす たうきう-
つっしおうえ けこにす, うかかのしすさうさせのとうえ しゃひさすにゃぇくうっ ぉっかおぇ つっかけゃっつっしおけゅけ  きけいゅぇ こけょ ょっえしすゃうっき ぇかおけゅけかは.

〉』┿]〈╇╄ ゃ けぉかぇしすくけき こさけっおすっ «╀せょぬ いょけさけゃ!», おけすけさにえ 
ぉにか いぇこせとっく ゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうはた ╀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 ゃ おけくちっ けおすはぉさは, こけょしすっゅくせかけ せつっぉ-
くにっ いぇゃっょっくうは ぉけかっっ ぇおすうゃくけ いぇくうきぇすぬしは こさけこぇゅぇくょけえ いょけさけ-
ゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう.

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ うい ぇさたうゃぇ かうちっは わ3

╁ つうしかっ きくけゅうた いぇょぇつ いぇきっしすう-
すっかは ょうさっおすけさぇ こけ ゃけしこうすぇすっかぬ-
くけえ さぇぉけすっ かうちっは わ3 «┿かぬはくし» 
¨かぬゅう ╉けくしすぇくすうくけゃくに ╆けききっさ 
くぇたけょうすしは けさゅぇくういぇちうは こさけこぇゅぇく-
ょに いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう ゃ けぉ-
さぇいけゃぇすっかぬくけき せつさっあょっくうう. ╉さけ-
きっ すけゅけ, けくぇ はゃかはっすしは おせさぇすけさけき 
ょゃせた うい すさひた おかぇししけゃ, おけすけさにっ 
こさうくうきぇのす せつぇしすうっ ゃ こさけっおすっ 
«╀せょぬ いょけさけゃ!». ╄え – しかけゃけ.

–  ′けゃけぉっさひいけゃしおうえ きうおさけ-
さぇえけく うきっっす しゃけう けしけぉっくくけしすう, 
– ゅけゃけさうす ¨かぬゅぇ ╉けくしすぇくすうくけゃくぇ. 
– ¨ょくぇ うい ゅかぇゃくにた – すけ, つすけ けく 
きぇか, かけおぇかぬくけ さぇしこけかけあっく. ╆ょっしぬ 
ゃしひ – ぉかういおけ. ╇ きぇゅぇいうくに すけあっ. 
′ぇてっきせ かうちっの ゃ ねすけき けすくけてっくうう 
けしけぉっくくけ くっ こけゃっいかけ: くう せ けょくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ せつさっあょっくうは ゃ 
けおさせゅっ ぉけかぬてっ くっす すぇおけえ ぉけかぬてけえ 
おけくちっくすさぇちうう すけさゅけゃにた すけつっお. 

¨ すけき, つすけ すけさゅけゃかは おぇお きうくうきせき 
ゃ こはすう きぇゅぇいうくぇた ゃ ちっくすさっ ′けゃけぉっ-
さひいけゃしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ くぇさせてぇっす 
ぉせおゃせ いぇおけくぇ, こうしぇかぇ う くぇてぇ ゅぇいっ-
すぇ, う きくけゅけ ゅけゃけさうかけしぬ くぇ しけけすゃっす-
しすゃせのとうた きっさけこさうはすうはた. ‶け いぇおけ-
くせ, こさけょぇあぇ ぇかおけゅけかは う すぇぉぇつくけえ 
こさけょせおちうう くっ ょけかあくぇ ゃっしすうしぬ ゃ 
こさっょっかぇた しすけきっすさけゃけえ いけくに ゃけおさせゅ 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ せつさっあょっくうは.

╉ぇお ぉに すぇき くう ぉにかけ, ゃ かうちっっ わ3 
くっす こけゃぇかぬくけゅけ さぇしこさけしすさぇくっくうは 
ゃさっょくにた こさうゃにつっお. ¨ぉ ねすけき かう-
ちっえしおうっ こっょぇゅけゅう いくぇかう う さぇくぬてっ, 
くけ くぇ しすぇょうう こけょゅけすけゃおう お こさけっおすせ 
«╀せょぬ いょけさけゃ!» せぉっょうかうしぬ ょけしすけ-
ゃっさくけ: ゃ すさひた おかぇししぇた, おけすけさにっ いぇ-
はゃうかうしぬ くぇ せつぇしすうっ (ょゃぇ ょっゃはすにた 
う けょうく ゃけしぬきけえ), くう けょうく (!) せつっ-
くうお くっ おせさうす. [ゃぇかしは せつぇしすゃけゃぇすぬ 
う けょうく うい しっょぬきにた おかぇししけゃ, ゃ おけ-
すけさけき ゃ ねすけき けすくけてっくうう すけあっ ゃしひ 

ぉかぇゅけこけかせつくけ, くけ しっきうおかぇししくうおけゃ 
さってうかう こけおぇ くっ こけょおかのつぇすぬ – ょけ 
しかっょせのとっゅけ ゅけょぇ.

– ╁ こしうたけかけゅうう しせとっしすゃせっす すぇ-
おけっ こけくはすうっ, おぇお «さぇいあうゅぇくうっ 
うくすっさっしぇ». ┿おすうゃくけ さぇししおぇいにゃぇは 
こけょさけしすおぇき け ゃさっょくにた こさうゃにつ-
おぇた, きけあくけ ゃにいゃぇすぬ けぉさぇすくにえ 
ねそそっおす: さっぉひくけお きけあっす いぇたけすっすぬ 
うしこさけぉけゃぇすぬ ねすけ くぇ しっぉっ, – ゅけゃけ-
さうす ¨かぬゅぇ ╆けききっさ. – ‶けねすけきせ きに 
ゃしはおうえ さぇい こさけしつうすにゃぇかう, ゅょっ 
くせあくけ «ぉけきぉぇさょうさけゃぇすぬ» ぉかぇゅけ-
こけかせつくにた ょっすっえ しこっちうそうつっしおけえ 
うくそけさきぇちうっえ, ぇ ゅょっ かせつてっ しょっ-
かぇすぬ しすぇゃおせ くぇ うた すゃけさつっしおうっ しこけ-
しけぉくけしすう. ぅ おぇお いぇき. ょうさっおすけさぇ こけ 
ゃけしこうすぇすっかぬくけえ さぇぉけすっ くぇしすぇう-
ゃぇかぇ, つすけぉに さっつぬ てかぇ くっ け ゃさっ-
ょっ ぇかおけゅけかは う すぇぉぇおぇ, ぇ ぉけかぬてっ 
け こけいうすうゃっ, いぇきっとっくうう くっゅぇすうゃぇ, 
ゃしはおうえ さぇい こさっょかぇゅぇかぇしぬ ぇかぬすっさ-
くぇすうゃぇ いぇゃうしうきけしすう. 

╊うちっうしすぇき こさっょしすけはかけ しすぇすぬ 
«けこけさくにき こけかおけき», けしくけゃくけえ 
しうかけえ, おけすけさぇは ゃ すっつっくうっ ゅけょぇ 
ゃけいぬきひす くぇ しっぉは かぬゃうくせの ょけかの 
さぇぉけすに こけ こさけこぇゅぇくょっ いょけさけゃけゅけ 
けぉさぇいぇ あういくう ゃ しゃけひき せつっぉくけき いぇ-
ゃっょっくうう, ぇ ょかは ねすけゅけ くっけぉたけょうきけ 
ぉにかけ いくぇすぬ けしくけゃに, ゃかぇょっすぬ すっさ-
きうくけかけゅうっえ. ‶けねすけきせ くぇ しすぇさすっ 
こさけっおすぇ し くうきう こさけゃっかう ゃゃけょくけっ 
いぇくはすうっ, うくすっゅさうさけゃぇくくにえ せさけお 
くぇ すっきせ «〈ぇぉぇおけおせさっくうっ: こさうつう-
くに, きったぇくういきに ゃけいくうおくけゃっくうは いぇ-
ゃうしうきけしすう, こけしかっょしすゃうは, しこけしけぉに 
こさけそうかぇおすうおう», こさけゅさぇききせ おけすけ-
さけゅけ しけしすぇゃうかう しけゃきっしすくけ せつうすっ-
かは ¨╀╅, ぉうけかけゅうう う たうきうう. 

– ╁ くぇてっき けぉさぇいけゃぇすっかぬくけき せつ-
さっあょっくうう くぇこさぇゃかっくうっ こさけこぇゅぇく-
ょに いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう すさぇ-
ょうちうけくくけ しうかぬくけっ. ]っゅけょくは きに 

こさけょけかあぇっき さぇぉけすぇすぬ ゃ こさっあくっき 
させしかっ, こかのし こけかせつうかう ょけこけかくう-
すっかぬくけ ちっかにた すさう おかぇししぇ, おけすけ-
さにっ ぉけかっっ けすゃっすしすゃっくくけ こけょたけょはす 
お ょっかせ, すぇお おぇお いぇはゃうかうしぬ くぇ おけく-
おせさし, – こけはしくはっす ¨. ╆けききっさ.

┿ いぇすっき せつぇとうきしは こさっょけしすぇゃう-
かう しゃけぉけょせ すゃけさつっしすゃぇ.

– ′ぇて ゃけしぬきけえ おかぇしし こうしぇか 
しおぇいおせ, ょゃぇ ょっゃはすにた – しすぇすぬの, – 
さぇししおぇいにゃぇっす こっょぇゅけゅ. – ‶けすけき 
せつぇしすくうおう こさけっおすぇ しおぇいおせ うくしちっ-
くうさけゃぇかう う ゃ くけはぉさっ う ょっおぇぉさっ 
こけおぇいぇかう っひ きかぇょてうき おかぇししぇき 
(たけすは ゃしひ ねすけ, おけくっつくけ, くっ すさっ-
ぉけゃぇかけしぬ せしかけゃうはきう こさけっおすぇ). 

〈ぇおうき けぉさぇいけき, けすょぇつぇ けす さぇぉけすに 
こけかせつうかぇしぬ きぇおしうきぇかぬくけえ, けたゃぇす 
ぇせょうすけさうう ぉけかぬてけえ. ╁ はくゃぇさっ-
そっゃさぇかっ せ ねすうた おかぇししけゃ ぉせょっす 
いぇょぇつぇ ゃにしすせこうすぬ ゃ さけかう けさゅぇくう-
いぇすけさけゃ ぇくぇかけゅうつくけゅけ おけくおせさしぇ, 
すけかぬおけ せあっ ゃくせすさうかうちっえしおけゅけ, ゃ 
おけすけさけき けくう ぉにかう ぉに ぇゅうすぇすけさぇ-
きう, おけくすさけかひさぇきう う あのさう. ぁすけ 
ぉにかけ こさっょかけあっくうっ くっこけしさっょ-
しすゃっくくけ ょっすっえ.

[っぉはすぇ, くっしきけすさは くぇ しゃけの いぇ-
くはすけしすぬ (ねすけ こさけそうかぬくにっ おかぇししに, 
けくう しうかぬくけ いぇゅさせあっくに こけ けしくけゃ-
くけえ せつっぉくけえ こさけゅさぇききっ こかのし 
ぉけかぬてうくしすゃけ いぇくうきぇのすしは ゃ せつ-

さっあょっくうはた ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉ-
さぇいけゃぇくうは), こさけはゃうかう ぉけかぬてけっ 
さゃっくうっ お ゃにこけかくっくうの いぇょぇくうえ 
こさけっおすぇ う うくうちうぇすうゃせ. ¨ょうく うい 
せつぇとうたしは, くぇこさうきっさ, せゅけゃけさうか 
ゃにしすせこうすぬ こっさっょ けょくけおかぇししくう-
おぇきう しゃけっゅけ けすちぇ, おけすけさにえ, けおぇ-
いにゃぇっすしは, くっょぇゃくけ (ゃ ょけゃけかぬくけ 
いさっかけき ゃけいさぇしすっ!) ぉさけしうか おせさうすぬ. 
]ょっかぇすぬ ねすけ ぉにかけ くっこさけしすけ, くけ 
ゃしすさっつぇ こけかせつうかぇしぬ うくすっさっしくけえ.

ぁすけえ ゃっしくけえ ゃこっさっょう せ かうちっう-
しすけゃ っとひ きくけゅけ うくすっさっしくにた ぇお-
ちうえ う きっさけこさうはすうえ こけ こさけこぇゅぇくょっ 
いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう, せ くうた くっす 
くっょけしすぇすおぇ ゃ すゃけさつっしおうた うょっはた.

18-35 かっす. ╀けかぬてっ しすぇかけ うくすけお-
しうおぇちうえ うい-いぇ すけゃぇさけゃ ぉにすけゃけえ 
たうきうう. ¨すさぇゃかっくうは ゃ さっいせかぬすぇすっ 
こっさっょけいうさけゃおう  くぇさおけすうつっしおうきう 
ゃっとっしすゃぇきう  ゃ けぉとっえ しすさせおすせさっ 
いぇくうきぇのす 17%, つすけ  くうあっ せさけゃ-
くは 2009 ゅけょぇ くぇこけかけゃうくせ. ╉ぇお う 
こさっあょっ, ゃ けしくけゃくけき ゅせぉはす しっぉは 
くぇさおけすけえ かうちぇ けす 18 ょけ 35 かっす. 
╋せあつうくに ゃ ねすけえ ゅさせここっ しけしすぇゃう-
かう 95%.

]ぇきにっ すはあひかにっ ゃこっつぇすかっくうは 
けしすぇゃかはのす ょぇくくにっ けすさぇゃかっくうえ 
ょっすっえ. 』っすゃっさけ きぇかにてっえ けす ゅけょぇ 

ょけ すさひた かっす しかせつぇえくけ しなっかう すぇ-
ぉかっすおう, ょゃせたかっすくうえ おさけたぇ ゃにこうか 
さぇしすゃけさ きぇさゅぇくちぇ, ょゃけっ さっぉはす 
こけこさけぉけゃぇかう せおしせし, すさけっ – さぇし-
すゃけさうすっかぬ. 13-かっすくうえ さっぉひくけお 
こけゅうぉ, けすさぇゃうゃてうしぬ くっせすけつくひく-
くにき ゃっとっしすゃけき. ¨ょうく こけょさけしすけお 
こけしすさぇょぇか, ぇ ょさせゅけえ う ゃけゃしっ こけ-
ゅうぉ けす せゅぇさくけゅけ ゅぇいぇ. ╄とひ けょくけゅけ 
14-かっすくっゅけ あうすっかは せおせしうかぇ いきっは…
‶けょさけしすおう こけ-こさっあくっきせ すさぇゃはすしは 
かっおぇさしすゃっくくにきう こさっこぇさぇすぇきう, 
せおしせしくけえ おうしかけすけえ う ぇかおけゅけかっき.

]さっょう ゃいさけしかにた しすぇかう ぉけかぬ-
てっ すさぇゃうすぬしは う ゅけさはつうすっかぬくに-
きう くぇこうすおぇきう, う すぇぉかっすおぇきう. ‶け 
ょぇくくにき ゅけさぉけかぬくうちに, ぉのさけ しせょ-
きっょねおしこっさすういに, けすょっかぇ ╆┿╂] 30 
けすさぇゃかっくうえ ぉにかけ しけ しきっさすっかぬくにき 
うしたけょけき. 40% しかせつぇっゃ こさうたけょうす-
しは くぇ ぇかおけゅけかぬ, 27% – くぇさおけすうおう, 
20% – こさけょせおすに ぉにすけゃけえ たうきうう. 

╀っさっいけゃつぇくっ ゃ こさけてかけき ゅけょせ 34 
さぇいぇ すさぇゃうかうしぬ し ちっかぬの しせうちうょぇ. 
╊うてぬ 23,5% ねすうた しかせつぇっゃ こさうたけょうす-
しは くぇ きせあつうく. ┿くぇかうい こけおぇいにゃぇっす, 
つすけ しさっょしすゃぇきう しせうちうょけゃ ゃ けしくけゃ-
くけき はゃかはのすしは しうかぬくけょっえしすゃせのとうっ 
かっおぇさしすゃっくくにっ こさっこぇさぇすに (82,3%) 
う せおしせしくぇは おうしかけすぇ (14,7%).
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‶[╇]¨╄╃╇′╄′╇╄ [けししうう お ╉けくゃっくちうう ╋¨〈 わ132 けぉ けこかぇ-
つうゃぇっきにた けすこせしおぇた, こさうくはすけえ ゃ ╅っくっゃっ ゃ 1970 ゅ., こけさけ-

ょうかけ しぇきにっ さぇいくにっ しかせたう う けこぇしっくうは. ‶けこさけぉせっき さぇいけぉさぇすぬしは: 
きくけゅけ かう こけきっくはっす ╉けくゃっくちうは, おけすけさぇは しすぇくっす つぇしすぬの さけししうえ-
しおけえ こさぇゃけゃけえ しうしすっきに, ゃ さっゅせかうさけゃぇくうう こさぇゃけけすくけてっくうえ, 
しゃはいぇくくにた し こさっょけしすぇゃかっくうっき さけししうえしおうき ゅさぇあょぇくぇき っあっゅけょ-
くにた けすこせしおけゃ.

]╉¨╊を╉¨ ¨〈╃｠》┿〈を?
]けゅかぇしくけ こ. 3 しす. 3 ╉けくゃっく-

ちうう けすこせしお くう ゃ おけっき しかせつぇっ くっ 
きけあっす しけしすぇゃかはすぬ きっくっっ すさった 
さぇぉけつうた くっょっかぬ いぇ けょうく ゅけょ 
さぇぉけすに. ¨ょくぇおけ ねすけ くっ けいくぇつぇ-
っす, つすけ けすこせしお せ さけししうはく しすぇくっす 
きっくぬてっ (くぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ 
けしくけゃくけえ けこかぇつうゃぇっきにえ けすこせしお 
ゃ [《 しけしすぇゃかはっす 28 おぇかっくょぇさ-
くにた ょくっえ).

╁っょぬ すさう くっょっかう – ねすけ くうあくはは 
ゅさぇくうちぇ くけさきに (きうくうきせき), こけ-
ねすけきせ かのぉぇは うい しすさぇく-せつぇしすくうち 
ゃこさぇゃっ いぇはゃうすぬ けぉ せしすぇくけゃかっくうう 
ぉけかっっ ょかうすっかぬくけゅけ けすこせしおぇ, つすけ 
う ぉにかけ しょっかぇくけ [けししうっえ ゃ 《っ-
ょっさぇかぬくけき いぇおけくっ けす 01.07.2010 
わ139-《╆ «¨ さぇすうそうおぇちうう ╉けく-
ゃっくちうう...».

‶さけすうゃけさっつうす かう ╉けくゃっく-
ちうう こさっょけしすぇゃかっくうっ しっいけくくにき 
う ゃさっきっくくにき (さぇぉけすぇ ょけ ょゃせた 
きっしはちっゃ) さぇぉけすくうおぇき けすこせしおけゃ 
うい さぇしつひすぇ ょゃぇ さぇぉけつうた ょくは いぇ 
おぇあょにえ きっしはち さぇぉけすに (しす. 291, 
295 〈╉ [《)? ′っす, こけしおけかぬおせ ねすけ 
しけけすゃっすしすゃせっす しす. 4 ╉けくゃっくちうう. 
╃ぇくくぇは くけさきぇ ゅかぇしうす, つすけ かうちけ, 
こさけょけかあうすっかぬくけしすぬ さぇぉけすに おけ-
すけさけゅけ ゃ すっつっくうっ かのぉけゅけ ゅけょぇ 
きっくぬてっ すけえ, おけすけさぇは すさっぉせっす-
しは ょかは こさうけぉさっすっくうは こさぇゃぇ くぇ 
こけかくにえ けすこせしお, うきっっす こさぇゃけ いぇ 
すぇおけえ ゅけょ くぇ けこかぇつうゃぇっきにえ けす-
こせしお, こさけこけさちうけくぇかぬくにえ こさけ-
ょけかあうすっかぬくけしすう っゅけ さぇぉけすに ゃ 
すっつっくうっ ねすけゅけ ゅけょぇ.

[┿╆╃╄╊╄′╇╄ ′┿ 』┿]〈╇
╁ けすくけてっくうう さぇいぉうゃおう けすこせ-

しおぇ こさぇゃうかぇ ╉けくゃっくちうう う 〈╉ [《 
くっしおけかぬおけ さぇいかうつぇのすしは. 〈ぇお, しす. 
8 ╉けくゃっくちうう ょけこせしおぇっす, つすけ さぇい-
ょっかっくうっ けすこせしおぇ くぇ つぇしすう きけあっす 
ぉにすぬ さぇいさってっくけ おけきこっすっくすくにき 
けさゅぇくけき ゃかぇしすう しすさぇくに. ╁ くぇてっえ 
しすさぇくっ すぇおけっ さぇいょっかっくうっ ょけこせ-
しおぇっすしは, こけ しけゅかぇてっくうの きっあょせ 
さぇぉけすくうおけき う さぇぉけすけょぇすっかっき 
(しす. 125 〈╉ [《). ¨ょくぇおけ っしかう こけ 
〈╉ [《 けょくぇ うい つぇしすっえ けすこせしおぇ ゃ 
けぉはいぇすっかぬくけき こけさはょおっ ょけかあくぇ 
ぉにすぬ くっ きっくっっ 14 ょくっえ, すけ ╉けく-
ゃっくちうは すさっぉせっす しけぉかのょっくうっ すけゅけ 
あっ せしかけゃうは かうてぬ ゃ すけき しかせつぇっ, 
っしかう さぇぉけすけょぇすっかぬ う さぇぉけすくうお 
くっ こさっょせしきけすさっかう うくけゅけ ゃ しゃけひき 
しけゅかぇてっくうう.

〈ぇおうき けぉさぇいけき, おけゅょぇ ╉けくゃっく-
ちうは ゃしすせこうす ゃ しうかせ ゃ けすくけてっくうう 
[けししうう (ぇ ねすけ しけゅかぇしくけ しす. 18 こさけ-
ういけえょひす つっさっい 12 きっしはちっゃ こけしかっ 
ょぇすに さっゅうしすさぇちうう くぇてっゅけ けそうちう-
ぇかぬくけゅけ ょけおせきっくすぇ け さぇすうそうおぇ-
ちうう ゃ ╋っあょせくぇさけょくけき ぉのさけ すさせ-
ょぇ), せしかけゃうっ け 14 くっこさっさにゃくにた 
ょくはた つぇしすう けすこせしおぇ きけあっす しすぇすぬ 
くっけぉはいぇすっかぬくにき こさう くぇかうつうう しけ-
けすゃっすしすゃせのとっゅけ しけゅかぇてっくうは し さぇ-
ぉけすけょぇすっかっき.

╇]‶¨╊を╆¨╁┿′╇╄ 
╇ ‶╄[╄′¨] ¨〈‶〉]╉┿
‶け-ょさせゅけきせ さっゅせかうさせっす ╉けく-

ゃっくちうは う ゃけこさけし け しさけおぇた, ゃ すっ-
つっくうっ おけすけさにた さぇぉけすくうお ょけかあっく 
うしこけかぬいけゃぇすぬ こけかけあっくくにえ っきせ 
けすこせしお. 〈ぇお, しす. 9 ╉けくゃっくちうう 
せしすぇくぇゃかうゃぇっす しかっょせのとうっ こさっ-
ょっかぬくにっ しさけおう うしこけかぬいけゃぇくうは 
けすこせしおぇ:

– くっこさっさにゃくぇは つぇしすぬ (14 ょくっえ) 
くっ こけいあっ, つっき ゃ すっつっくうっ ゅけょぇ;

– けしすぇゃてぇはしは つぇしすぬ – くっ こけいあっ, 
つっき ゃ すっつっくうっ 18 きっしはちっゃ こけしかっ 
けおけくつぇくうは さぇぉけつっゅけ ゅけょぇ.

′ぇこさうきっさ, くっこさっさにゃくぇは 
つぇしすぬ けすこせしおぇ いぇ さぇぉけつうえ ゅけょ し 

1 きぇは 2009 ゅ. こけ 1 きぇは 2010 ゅ. 
ょけかあくぇ ぉにすぬ うしこけかぬいけゃぇくぇ くっ 
こけいょくっっ 1 きぇは 2010 ゅ., ぇ けしすぇゃ-
てぇはしは つぇしすぬ – くっ こけいょくっっ 1 ょっ-
おぇぉさは 2011 ゅ.

╃かは しさぇゃくっくうは: こけ ょっえしすゃせ-
のとっきせ さけししうえしおけきせ いぇおけくけょぇ-
すっかぬしすゃせ ゃっしぬ けすこせしお いぇ さぇぉけつうえ 
ゅけょ ょけかあっく ぉにすぬ こさっょけしすぇゃかっく ゃ 
すっつっくうっ さぇぉけつっゅけ ゅけょぇ. ┿ こっさっ-
くけし っゅけ くぇ しかっょせのとうえ さぇぉけつうえ 
ゅけょ ょけこせしおぇっすしは すけかぬおけ ゃ うしおかの-
つうすっかぬくにた しかせつぇはた, おけゅょぇ こさっ-
ょけしすぇゃかっくうっ けすこせしおぇ さぇぉけすくうおせ 
ゃ すっおせとっき さぇぉけつっき ゅけょせ きけあっす 
くっぉかぇゅけこさうはすくけ けすさぇいうすぬしは くぇ 
くけさきぇかぬくけき たけょっ さぇぉけすに けさ-
ゅぇくういぇちうう, う し しけゅかぇしうは さぇぉけす-
くうおぇ. ‶さう ねすけき けすこせしお ゃ かのぉけき 
しかせつぇっ ょけかあっく ぉにすぬ うしこけかぬいけ-
ゃぇく くっ こけいょくっっ 12 きっしはちっゃ こけ-
しかっ けおけくつぇくうは すけゅけ さぇぉけつっゅけ 
ゅけょぇ, いぇ おけすけさにえ けく こさっょけしすぇゃ-
かはっすしは (しす. 124 〈╉ [《). 〈け っしすぬ 
こけ 〈╉ [《 ゃ くぇてっき こさうきっさっ ょけ 
1 きぇは 2010 ゅ. ょけかあっく ぉにすぬ うし-
こけかぬいけゃぇく ゃっしぬ けすこせしお (ぇ こさう くぇ-
かうつうう けしくけゃぇくうえ ょかは こっさっくけしぇ – 
ょけ 1 きぇは 2011 ゅ.).

╉ぇお ゃうょうき, こさぇゃうかぇ ╉けくゃっく-
ちうう ぉけかっっ しすさけゅう ゃ ゃけこさけしっ 
うしこけかぬいけゃぇくうは くっこさっさにゃくけえ 
つぇしすう けすこせしおぇ う きっくっっ しすさけ-
ゅう ゃ ゃけこさけしっ うしこけかぬいけゃぇくうは 
っゅけ けしすぇゃてっえしは つぇしすう. ′ぇ くぇて 
ゃいゅかはょ, ねすけ くっ けいくぇつぇっす, つすけ 
こけしかっ ゃしすせこかっくうは ╉けくゃっくちうう ゃ 
しうかせ ょかは [けししうう さぇぉけすけょぇすっかう 
ぉせょせす ゃこさぇゃっ ぉっしこさうつうくくけ けす-
おぇいにゃぇすぬ さぇぉけすくうおぇき ゃ こさっょけ-
しすぇゃかっくうう «ゃすけさけえ» つぇしすう けすこせ-
しおぇ ゃ すっおせとっき ゅけょせ. ╉けくゃっくちうは 
せしすぇくぇゃかうゃぇっす かうてぬ きぇおしうきぇかぬ-
くけ ゃけいきけあくにっ しさけおう うしこけかぬいけ-
ゃぇくうは けすこせしおぇ, ぇ ょけしすぇすけつくにっ 
けしくけゃぇくうは ょかは っゅけ こっさっくけしぇ ゃしひ 
あっ ょけかあくに ぉにすぬ.

╆ぇきっすうき すぇおあっ, つすけ さぇいょっかっ-
くうっ けすこせしおぇ くぇ «こっさゃせの» う «ゃすけ-
させの» つぇしすう ょけしすぇすけつくけ せしかけゃくけ 
– くう ╉けょっおし, くう ╉けくゃっくちうは くっ 
けぉはいにゃぇのす さぇぉけすくうおぇ くっこさっ-
きっくくけ けすゅせかはすぬ ゃくぇつぇかっ くっこさっ-
さにゃくせの つぇしすぬ けすこせしおぇ, ぇ こけすけき 
せあっ ょっかうすぬ っゅけ (うかう くっ ょっかうすぬ) 
くぇ おせしけつおう. ぁすけ ゃけこさけし, おぇお せあっ 
ぉにかけ しおぇいぇくけ ゃにてっ, しけゅかぇてっくうは 
し さぇぉけすけょぇすっかっき. ‶さけしすけ こさっ-
ょっかぬくにっ しさけおう うしこけかぬいけゃぇくうは 
つぇしすっえ しけゅかぇしくけ ╉けくゃっくちうう さぇい-
くにっ – ょかは くっこさっさにゃくけえ つぇしすう 
ねすけす しさけお おけさけつっ.

′けさきに こけょこ. 2-3 しす. 9 ╉けく-
ゃっくちうう しけょっさあぇす こさぇゃうかけ, 
おけすけさけゅけ さぇくぬてっ くっ ぉにかけ ゃ 
さけししうえしおけき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃっ. 
¨くう ょけこせしおぇのす ゃけいきけあくけしすぬ 
けすかけあっくうは し しけゅかぇしうは さぇぉけす-
くうおぇ かのぉけえ つぇしすう っあっゅけょくけゅけ 
けすこせしおぇ しゃっさた けこさっょっかひくくけえ 
こさけょけかあうすっかぬくけしすう くぇ けこさっょっ-
かひくくにえ こっさうけょ, こさっゃにてぇのとうえ 
せしすぇくけゃかっくくにっ しさけおう うしこけかぬいけ-
ゃぇくうは けすこせしおぇ. ‶さう ねすけき きうくう-
きせき けすこせしおぇ, おけすけさにえ ょけかあっく 
ぉにすぬ うしこけかぬいけゃぇく ゃ けぉはいぇ-
すっかぬくけき こけさはょおっ, う しさけお, くぇ 
おけすけさにえ きけあっす ぉにすぬ けすかけあっくぇ 
ょさせゅぇは っゅけ つぇしすぬ, ょけかあくに ぉにすぬ 
けこさっょっかっくに しけけすゃっすしすゃせのとうき 
おけきこっすっくすくにき けさゅぇくけき ゃかぇしすう. 
〈け っしすぬ こけおぇ ゃ [けししうう ねすう こさっ-
ょっかに くっ けこさっょっかはす, くけさきぇ さぇ-
ぉけすぇすぬ くっ ぉせょっす.

╉¨╋‶╄′]┿『╇ぅ 
╆┿ ¨〈‶〉]╉
╁ しうかせ しす. 12 ╉けくゃっくちうう しけ-

ゅかぇてっくうは け くっうしこけかぬいけゃぇくうう 

きうくうきぇかぬくけゅけ っあっゅけょくけゅけ けこかぇ-
つうゃぇっきけゅけ けすこせしおぇ, こさっょせしきけ-
すさっくくけゅけ こ. 3 しす. 3 ╉けくゃっくちうう, 
し いぇきっくけえ っゅけ おけきこっくしぇちうっえ 
こさういくぇのすしは くっょっえしすゃうすっかぬくに-
きう うかう いぇこさっとぇのすしは. ┿ しすぇすぬは 
126 〈╉ [《 さぇいさってぇっす いぇきっくはすぬ 
ょっくっあくけえ おけきこっくしぇちうっえ すけかぬ-
おけ つぇしすぬ っあっゅけょくけゅけ けすこせしおぇ, 
こさっゃにてぇのとせの 28 おぇかっくょぇさくにた 
ょくっえ.

‶さぇゃうかぬくけ かう すさぇおすけゃぇすぬ くけさ-
きせ しす. 12 ╉けくゃっくちうう すぇおうき けぉ-
さぇいけき, つすけ ょっくっあくせの おけきこっく-
しぇちうの きけあくけ ぉせょっす こけかせつぇすぬ 
すっこっさぬ いぇ つぇしすぬ けすこせしおぇ, こさっゃに-
てぇのとせの すさう さぇぉけつうた くっょっかう? 
′ぇ くぇて ゃいゅかはょ, くっす. ╁っょぬ しす. 3 
╉けくゃっくちうう ゅけゃけさうす け くっけぉたけ-
ょうきけしすう せしすぇくけゃかっくうは おぇあょけえ 
しすさぇくけえ きうくうきせきぇ, おけすけさにえ くう 
ゃ おけっき しかせつぇっ くっ きけあっす ぉにすぬ 
きっくっっ すさひた さぇぉけつうた くっょっかぬ. ′け 
ょかは くぇてっえ しすさぇくに すぇおけえ きうくう-
きせき しけしすぇゃかはっす 28 おぇかっくょぇさくにた 
ょくっえ, しかっょけゃぇすっかぬくけ, ゃ さっゅせかう-
さけゃぇくうう ねすけゅけ ゃけこさけしぇ くうつっゅけ 
くっ きっくはっすしは. 

[┿╀¨〈┿ 
╁ ¨〈‶〉]╉╄
╇ こけしかっょくうえ きけきっくす, くぇ おけ-

すけさにえ, せつうすにゃぇは さけししうえしおうっ 
さっぇかうう, くっかぬいは くっ けぉさぇすうすぬ 
ゃくうきぇくうっ. ]すぇすぬは 13 ╉けくゃっくちうう 
こさっょせしきぇすさうゃぇっす ゃけいきけあくけしすぬ 
せしすぇくけゃかっくうは しこっちうぇかぬくにた こさぇ-
ゃうか ゃ けすくけてっくうう すった しかせつぇっゃ, 
おけゅょぇ さぇぉけすくうお いぇくうきぇっすしは ゃ 
こっさうけょ けすこせしおぇ ょっはすっかぬくけしすぬの, 
しゃはいぇくくけえ し こけかせつっくうっき ょけ-
たけょぇ う こさけすうゃけさっつぇとっえ ちっかう 
けすこせしおぇ. ╉ぇお こさっょしすぇゃかはっすしは, 
しょぇつぇ おゃぇさすうさに ゃくぇひき ちっかう けす-
こせしおぇ くっ こさけすうゃけさっつうす. ┿ ゃけす 
うしこけかくっくうっ しゃけうた あっ すさせょけゃにた 
けぉはいぇくくけしすっえ くぇ けしくけゃっ ょけゅけゃけ-
さぇ こけょさはょぇ, おぇお ねすけ せ くぇし つぇしすけ 
ぉにゃぇっす, こけょ ょぇくくせの くけさきせ はゃくけ 
こけょこぇょぇっす.

╉ぇおうっ ねすけ ょけかあくに ぉにすぬ «しこっ-
ちうぇかぬくにっ こさぇゃうかぇ», ╉けくゃっくちうは 
くっ せおぇいにゃぇっす. ′け けつっゃうょくけ, つすけ 
けくう ょけかあくに こさっこはすしすゃけゃぇすぬ ゃけい-
きけあくけしすう こけょけぉくけえ ょっはすっかぬくけ-
しすう うかう, こけ おさぇえくっえ きっさっ, おぇお-すけ 
くぇおぇいにゃぇすぬ いぇ くっひ さぇぉけすけょぇすっかは 
うかう しぇきけゅけ さぇぉけすくうおぇ (くぇこさう-
きっさ, かうてっくうっき つぇしすう けすこせしお-
くにた). ╇ ょぇくくにえ きけきっくす かのぉうすっ-
かはき こけさぇぉけすぇすぬ ゃ けすこせしおっ しすけうす 
せつうすにゃぇすぬ. ╁っょぬ ゃ ねすけす こっさうけょ 
くせあくけ すけかぬおけ けすょにたぇすぬ – すぇお ゃっ-
かうす いぇおけく…

]おけさっっ ゃしっゅけ, ╉けくゃっくちうは けおけく-
つぇすっかぬくけ ゃしすせこうす ゃ しうかせ くっ さぇくぬ-
てっ くけはぉさは 2011 ゅけょぇ. ╉しすぇすう, 
こけしかっ ねすけゅけ さけししうはくっ, かうてひくくにっ 
けすこせしおぇ うかう くっ こけかせつうゃてうっ おけき-
こっくしぇちうえ, しきけゅせす こけあぇかけゃぇすぬしは 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかは くっ すけかぬおけ ゃ さけし-
しうえしおせの うくしこっおちうの こけ すさせょせ, くけ 
う ゃ ╋¨〈. ╇ すけゅょぇ いぇとうすけえ うた こさぇゃ 
いぇえきせすしは きっあょせくぇさけょくにっ しこっちう-
ぇかうしすに.

〉 [¨]]╇ぅ′ ╄]〈を ‶¨╁¨╃
¨‶┿]┿〈を]ぅ ╆┿ ¨〈‶〉]╉┿
] ょさせゅけえ しすけさけくに, くっ ゃしひ しすけかぬ 

さぇょせあくけ. ¨こぇしっくうは さけししうはく いぇ 
こさうゃにつくにえ さっあうき けすこせしおけゃ ゃしひ 
あっ きけゅせす けこさぇゃょぇすぬしは.

╉けこうすぬ くぇ ょかうすっかぬくにえ けすこせしお 
うかう しけかうょくせの おけきこっくしぇちうの, ぇ 
すぇおあっ さぇぉけすぇすぬ くぇ ういくけし, おぇお 
ねすけ きけあくけ ょっかぇすぬ ょけ しうた こけさ, 
こけしかっ ゃしすせこかっくうは ╉けくゃっくちうう 
ゃ しうかせ くっ こけかせつうすしは. ‶け くけ-
ゃにき こさぇゃうかぇき, お こさうきっさせ, さぇ-
ぉけすくうお ょけかあっく こけすさぇすうすぬ 14 
ょくっえ くぇ けすこせしお ゃ 2011 ゅけょせ, ぇ 
ゃすけさせの こけかけゃうくせ けすこせしおぇ いぇ 
ねすけす ゅけょ けぉはいぇく けすゅせかはすぬ くっ 
こけいょくっっ しっさっょうくに 2013 ゅけょぇ. 
╁ こさけすうゃくけき しかせつぇっ くっ けすゅせ-
かはくくにっ 14 ょくっえ こさけしすけ しゅけさはす.

┲┸┲┴┰┯╃┭┶┩ 
┱┤┯┲┧┲┦┿┭ ┦┿┻┩┶
╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿

╁｠  こけすさぇすうかうしぬ ゃ こさけてかけき ゅけょせ くぇ せつひぉせ, かっつっくうっ うかう 
けぉいぇゃっかうしぬ あうかぬひき – ′ぇかけゅけゃにえ おけょっおし ょぇひす ゃけいきけあ-

くけしすぬ ゃっさくせすぬ つぇしすぬ せこかぇつっくくけゅけ くぇかけゅぇ くぇ ょけたけょに そういうつっ-
しおうた かうち (′╃《╊).

‶¨╉〉‶┿╈〈╄ ╅╇╊を┱ 
‶¨-』╄]〈′¨╋〉

‶けおせこぇすっかう あうかぬは つぇしすっくぬおけ 
しすぇかおうゃぇのすしは し こさっょかけあっくうっき はおけ-
ぉに けぉきぇくせすぬ ゅけしせょぇさしすゃけ. ╃けこせしすうき, 
ちっくぇ おゃぇさすうさに うかう ょけきぇ 2 きかく. させ-
ぉかっえ. ╁ぇし ゃしひ せしすさぇうゃぇっす. ′け しけぉ-
しすゃっくくうお ゃぇし こさけしうす – こかぇすうすぬ ゃしの 
しせききせ こけかくけしすぬの, くけ ゃ ょけゅけゃけさっ 
おせこかう-こさけょぇあう こけおぇいぇすぬ 1 きかく. させ-
ぉかっえ, つすけぉに っきせ くっ こさうてかけしぬ こかぇ-
すうすぬ くぇかけゅう.

′っおけすけさにっ こけおせこぇすっかう しけゅかぇてぇ-
のすしは, ぇ こけすけき ょけ くうた ょけたけょうす, つすけ 
けぉきぇくせかう すけ うた! ╃っかけ ゃ すけき, つすけ 
うきせとっしすゃっくくにえ ゃにつっす こさう こさけょぇ-
あっ くっょゃうあうきけしすう さぇししつうすにゃぇっすしは 
うい きぇおしうきぇかぬくけえ しせききに ゃ 1 きかく. 
させぉかっえ. ╇ こさけょぇゃちせ ゃ すぇおけき しかせつぇっ 
くうつっゅけ くっ こさうょひすしは こかぇすうすぬ ゅけしせ-
ょぇさしすゃせ. ┿ ゃにつっす くぇ こけおせこおせ うかう こけ-
しすさけえおせ あうかぬは し 2008 ゅけょぇ せゃっかうつっく 
ょけ 2 きかく. させぉかっえ. 〈け っしすぬ こけおせこぇ-
すっかぬ きけあっす こけかせつうすぬ くぇ させおう 13% 
けす ねすけえ しせききに (しすぇゃおぇ ′╃《╊) – ょけ 
260 すにしはつ させぉかっえ.

‶けきうきけ ねすけゅけ, お ゃにつっすせ きけあくけ 
こさっょなはゃうすぬ こさけちっくすに こけ あうかうと-
くけきせ いぇえきせ, せこかぇつっくくにっ ぉぇくおせ うかう 
ょさせゅけえ おさっょうすくけえ けさゅぇくういぇちうう, ぇ 
すぇおあっ こさけちっくすに こけ こっさっおさっょうすけ-
ゃぇくうの.

╄しかう あうかぬひ ゃに しすさけうかう しぇきけ-
しすけはすっかぬくけ, お ゃにつっすせ すぇおあっ きけあくけ 
こさっょなはゃうすぬ くっ すけかぬおけ しすさけえきぇすっ-
さうぇかに, くけ う さぇしたけょに くぇ さぇいさぇぉけすおせ 
こさけっおすくけ-しきっすくけえ ょけおせきっくすぇちうう, 
こけょおかのつっくうっ お うくあっくっさくにき う ねかっお-
すさけしっすはき. ┿ こさう こけおせこおっ おゃぇさすうさに 
うかう おけきくぇすに - さぇしたけょに くぇ こさけゃっょっ-
くうっ けすょっかけつくにた さぇぉけす.

╁につっす さぇしこさけしすさぇくはっすしは くっ すけかぬ-
おけ くぇ しぇきけ あうかうとっ, くけ う くぇ こさう-
けぉさっすっくうっ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ こけょ 
くっゅけ. 〉つぇしすけお ょけかあっく ぉにすぬ こさっょくぇ-
いくぇつっく ょかは あうかうとくけゅけ しすさけうすっかぬ-
しすゃぇ かうぉけ あうかけえ ょけき こさうけぉさっすぇっすしは 
ゃきっしすっ し せつぇしすおけき. ‶けきうきけ ねすけゅけ, 
お ゃにつっすせ きけあくけ こさっょなはゃうすぬ こさけ-
ちっくすに, せこかぇつっくくにっ ぉぇくおせ こさう こけ-
ゅぇてっくうう おさっょうすぇ くぇ こけおせこおせ すぇおうた 
せつぇしすおけゃ, ぇ すぇおあっ こさけちっくすに こけ いぇ-
えきぇき, こけかせつっくくにき ょかは さっそうくぇくしう-
さけゃぇくうは すぇおうた おさっょうすけゃ う おさっょうすけゃ 
くぇ こけおせこおせ うかう しすさけうすっかぬしすゃけ ょけきぇ 
くぇ せつぇしすおっ.

¨ぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ, つすけ さぇいきっさ 
ゃにつっすけゃ くぇかけゅけゃうおう さぇししつうすにゃぇのす 
うしたけょは うい ゃぇてうた «ぉっかにた» ょけたけょけゃ. 
′ぇこさうきっさ, っしかう ゃ 2010 ゅけょせ けそうちう-

ぇかぬくぇは いぇさこかぇすぇ しけしすぇゃうかぇ 700 すにし. 
させぉかっえ, ぇ ゃに こさっょなはゃかはっすっ お ゃにつっすせ 
さぇしたけょに くぇ 1 きかく., ゃにつっす さぇししつうすぇ-
のす うしたけょは うい 700 すにし. ¨しすぇゃてせのしは 
しせききせ きけあくけ ぉせょっす こけかせつうすぬ ゃ こけ-
しかっょせのとうっ ゅけょに.

〈ぇおあっ ′ぇかけゅけゃにえ おけょっおし ょぇひす 
ゃけいきけあくけしすぬ けそけさきうすぬ しけちうぇかぬ-
くにえ くぇかけゅけゃにえ ゃにつっす: いぇ けぉせつっ-
くうっ – しゃけひ う ょっすっえ, せしかせゅう こかぇすくにた 
おかうくうお, こけおせこおせ あういくっくくけ ゃぇあくにた 
かっおぇさしすゃ う ゃいくけしに こけ こっくしうけくくけきせ 
けぉっしこっつっくうの.

′ぇこさうきっさ, ゃ 2010 ゅけょせ ゃに いぇ-
こかぇすうかう いぇ しゃけひ ゃすけさけっ ゃにし-
てっっ けぉさぇいけゃぇくうっ 40000 させぉかっえ.
32600 させぉ かっえ こけすさぇすうかう くぇ かっつっ-
くうっ ゃ こかぇすくけえ おかうくうおっ, こけおせこおぇ 
かっおぇさしすゃ けぉけてかぇしぬ っとひ ゃ 7400 させ-
ぉかっえ. ‶っさっつうしかうかう くぇ くぇおけこうすっかぬ-
くせの つぇしすぬ こっくしうう こけ こさけゅさぇききっ ゅけ-
しせょぇさしすゃっくくけゅけ しけそうくぇくしうさけゃぇくうは 
44000 させぉかっえ. ╁ しせききっ しけちうぇかぬくにっ 
さぇしたけょに ょけしすうゅかう 124000 させぉかっえ. ╇ 
こさっすっくょせっすっ くぇ ゃけいゃさぇす 13% けす ねすけえ 
しせききに (しすぇゃおぇ くぇかけゅぇ くぇ ょけたけょに 
そういかうち). ‶けかせつぇっき: 124000 た 13% = 
16120 させぉかっえ. ¨ょくぇおけ ゃ ′ぇかけゅけゃけき 
おけょっおしっ せしすぇくけゃかっくけ けゅさぇくうつっくうっ 
ょかは しけちうぇかぬくけゅけ ゃにつっすぇ – 120000 
させぉかっえ. 〈け っしすぬ ゃっさくせすぬ せょぇしすしは くっ 
ぉけかぬてっ 15600 させぉかっえ.

╁ ′ぇかけゅけゃけき おけょっおしっ こさっょせし-
きけすさっくけ ょゃぇ うしおかのつっくうは. ‶っさゃけっ 
– っしかう ょぇひすっ けぉさぇいけゃぇくうっ ょっすはき. 
╁ ねすけき しかせつぇっ ょけこけかくうすっかぬくけ お ゃに-
つっすせ きけあくけ こさっょなはゃうすぬ ょけ 50000 
させぉかっえ (ゃっさくひすっ ょけ 6500 させぉかっえ) いぇ 
けつくけっ けぉせつっくうっ おぇあょけゅけ さっぉひくおぇ ゃ 
ゃけいさぇしすっ ょけ 24 かっす. ╁すけさけっ うしおかの-
つっくうっ – さぇしたけょに くぇ けしけぉけ ょけさけゅけっ 
かっつっくうっ ぉかういおうた さけょしすゃっくくうおけゃ (しせ-
こさせゅぇ, さけょうすっかっえ う ょっすっえ ょけ 18 かっす). 
╁けいきっとっくうっ さぇしたけょけゃ くぇ けしけぉけ ょけ-
さけゅけっ かっつっくうっ くっ けゅさぇくうつうゃぇっすしは. 
‶っさっつっくぬ ゃうょけゃ けしけぉけ ょけさけゅけゅけ 
かっつっくうは せすゃっさあょひく こけしすぇくけゃかっくうっき 
こさぇゃうすっかぬしすゃぇ.

╉けくっつくけ ょかは ねすけゅけ くっけぉたけょうきに 
こけょすゃっさあょぇのとうっ ょけおせきっくすに.  ╉ 
こさうきっさせ, っしかう こさうけぉさっかう おゃぇさ-
すうさせ, すけ, おけくっつくけ あっ, ょけゅけゃけさ くぇ 
こけおせこおせ あうかぬは う しゃうょっすっかぬしすゃけ け 
こさぇゃっ しけぉしすゃっくくけしすう. ┿ せ さけょうすっ-
かっえ, おけすけさにっ けこかぇつうゃぇのす せつひぉせ 
しゃけうた ょっすっえ, たさぇくはすしは う ょけゅけゃけさ 
し ゃせいけき, う  おゃうすぇくちうう けぉ けこかぇすっ. 
╃っおかぇさぇちうの くぇ くぇかけゅけゃにえ ゃにつっす 
きけあくけ けそけさきかはすぬ ゃ かのぉけっ ゃさっきは ゃ 
すっつっくうっ すさひた かっす.

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 
ÐÅØÅÍÈÅ îò 31 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹6-15

Îá îòêàçå â ðåãèñòðàöèè Ãîëîâíÿ Ò.Ä. êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà,  
âûäâèíóòóþ â ïîðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ 

Ïðîâåðèâ ñîîòâåòñòâèå ïîðÿäêà âûäâèæåíèÿ Ãîëîâíÿ Ò.Ä. íà 
äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  òðåáîâàíèÿì 
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ 
ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè», Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 
Áåðåçîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèñ-
ñèÿ óñòàíîâèëà ñëåäóþùåå.

Ðàññìîòðåâ è ïðîâåðèâ äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå êàíäèäàòîì 
íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîëîâíÿ Ò.Ä. äëÿ 
âûäâèæåíèÿ è ðåãèñòðàöèè Áåðåçîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ 
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ îòìå÷àåò, ÷òî ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû 
â îñíîâíîì ñîîòâåòñòâó-þò ïîëîæåíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá 
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Äàííûå, ïîñòóïèâøèå èç Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ìèãðàöè-
îííîé ñëóæáû ïî ã. Áåðåçîâñêîìó, Áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòà-
ðèçàöèè ïî ã. Áåðåçîâñêîìó, ÃÈÁÄÄ ÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé 
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 
èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî ã. Áåðåçîâñêîìó, 
èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Óðàëü-
ñêîé Àêàäåìèè Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïîäòâåðæäàåò äîñòîâåð-
íîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòîì ïðè âûäâèæåíèè. 

Êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ãîëîâíÿ Ò.Ä. ïðåäñòàâëåíî â Áåðåçîâñêóþ ãîðîäñêóþ òåð-
ðèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ 536 (ïÿòüñîò òðèäöàòü 
øåñòü) ïîäïèñåé â 1 òîìå. ×èñëî ïîäïèñåé, ïðåäñòàâëåííûõ 
ôàêòè÷åñêè (ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè) ñîñòàâèëî 536 (ïÿòüñîò 
òðèäöàòü øåñòü). Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 3 ñòàòüè 52 Èçáèðàòåëü-
íîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðîâåðêå ïîäëåæàëè âñå 
ïðåäñòàâëåííûå ïîäïèñè.

Ðàáî÷åé ãðóïïîé Êîìèññèè ñ ó÷àñòèåì ïðèâëå÷åííûõ  ñïåöèàëè-
ñòà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî ã. Áåðåçîâ-
ñêîìó, ñïåöèàëèñòà îòäåë ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî öåíòðà 
ïðè ÃÓÂÄ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  ïðîâåðåíû íà ïðåäìåò äîñòî-
âåðíîñòè ñâåäåíèÿ îá èçáèðàòåëÿõ, óêàçàííûå â ïîäïèñíûõ ëèñòàõ, 
ñâåäåíèÿ î ñáîðùèêàõ ïîäïèñåé, êîòîðûìè çàâåðåíû ïîäïèñíûå 
ëèñòû, è ïîäïèñè èçáèðàòåëåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà 
íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîëîâíÿ Ò.Ä. 

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåðêè, ñîãëàñíî ñâîäíûì âåäîìîñòÿì, 
óñòàíîâëåíî, ÷òî èç 536 ïðîâåðåííûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé 
äîñòîâåðíûìè ïðèçíàíû 454 ïîäïèñè, íåäåéñòâèòåëüíûìè – 79, 
íåäîñòîâåðíûõ – 3, â òîì ÷èñëå íà îñíîâàíèè:

1) ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 5 ñòàòüè 52 Êîäåêñà – 74 (ïîäïèñè 
èçáèðàòåëåé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óñòàíîâëåíî íåñîîòâåòñòâèå 
óêàçàííûõ î íèõ ñâåäåíèé – ôàìèëèè, ïàñïîðòíûå äàííûå, àäðå-
ñà ìåñòà æèòåëüñòâà);

2) ïîäïóíêòà 7 ïóíêòà  5 ñòàòüè 52 Êîäåêñà – 5 (ïîäïèñíîé 
ëèñò  íå çàâåðåí êàíäèäàòîì);  

3) íåäîñòîâåðíûìè – 3 ïîäïèñè, â òîì ÷èñëå 2 ïîäïèñè íà 
îñíîâàíèè ïóíêòà 4-1 ñòàòüè 52 Êîäåêñà (íåñêîëüêî ïîäïèñåé 
âûïîëíåíû îäíèì è òåì æå ëèöîì), è 1 ïîäïèñü íà îñíîâàíèè 
ïóíêòà 4-2 ñòàòüè 52 Êîäåêñà   (ïîäïèñè, âûïîëíåííûå îò èìåíè 
èçáèðàòåëåé èíûìè ëèöàìè).

Â èòîãå ÷èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ è íåäîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé ñî-
ñòàâèëî 15,3 ïðîöåíòà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé. 

Ïðè÷åì, âûÿâëåíî 3 ñëó÷àÿ, êîãäà ïîäïèñè èçáèðàòåëåé è äàòû íå 
âíåñåíû èçáèðàòåëÿìè ñîáñòâåííîðó÷íî. Â ýòèõ äåéñòâèÿõ óñìàòðè-
âàþòñÿ ïðèçíàêè ñîâåðøåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ 
ëèáî óãîëîâíî íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ.

Òàêèì îáðàçîì, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè Áå-
ðåçîâñêîé ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé 
óñòàíîâëåíî, ÷òî êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîëîâíÿ Ò.Ä. ïðåäñòàâëåíî íåäîñòàòî÷íîå êîëè-
÷åñòâî äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ 
ðåãèñòðàöèè. Äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 
5 ïóíêòà 6 ñòàòüè 53 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ðåãèñòðà-
öèè êàíäèäàòà. 

Âî èñïîëíåíèå ïîëîæåíèé ïóíêòîâ 7 è 8 ñòàòüè 52 Èçáèðà-
òåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè 29 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â 
17.40 ÷. êàíäèäàòó íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ãîëîâíÿ Ò.Ä. áûëè âðó÷å-íû: èòîãîâûé ïðîòîêîë ïðîâåðêè 
ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé, êîïèè ñâîäíûõ âå-äîìîñòåé. Ïî óñòíîìó 
çàïðîñó êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïîäãîòîâëåíû êîïèè çàêëþ÷åíèé ñïåöèàëèñòîâ Óïðàâëå-íèÿ 
Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû ïî ã.Áåðåçîâñêîìó, ñïåöèàëè-
ñòîâ îòäåëà ýêñïåðòíî-êðèìèíàëèñòè÷åñêîãî öåíòðà ïðè ÃÓÂÄ ïî 
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Íà îñíîâàíèè âûøåèçëîæåííîãî, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 
43–46, 51, 52, ïîäïóíêòîì 5 ïóíêòà 6 ñòàòüè 53 Èçáèðàòåëüíîãî 
êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Áåðåçîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ òåððèòî-
ðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

ÐÅØÈËÀ: 
1. Îòêàçàòü â ðåãèñòðàöèè Ãîëîâíÿ Òàìàðå Äìèòðèåâíå êàíäèäà-

òó íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
2. Íàïðàâèòü ïèñüìåííîå óêàçàíèå Áåðåçîâñêîìó îòäåëåíèþ 

Ñáåðåãà-òåëüíîãî áàíêà ¹ 6150 Óðàëüñêîãî áàíêà Ñáåðáàíêà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  î ïðåêðàùåíèè ñ 01 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà 
ðàñõîäíûõ îïåðàöèé ïî ñïåöèàëüíîìó èçáèðàòåëüíîìó ñ÷åòó, 
îòêðûòîìó êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Ãîëîâíÿ Ò.Ä., çà èñêëþ÷åíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ íåèç-
ðàñõîäîâàííûõ ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà æåðòâîâàòåëÿì, 
ïðîïîðöèî-íàëüíî âëîæåííûì èìè ñðåäñòâàì. 

3. Ïðåäëîæèòü Ãîëîâíÿ Ò.Ä. íå ïîçäíåå 12 ìàðòà 2011 ãîäà 
ïðîèçâåñòè îïåðàöèè ïî âîçâðàòó íåèçðàñõîäîâàííûõ äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì 
ëèöàì, îñóùåñòâèâøèì äîáðîâîëüíûå ïî-æåðòâîâàíèÿ, çàêðûòü 
ñïåöèàëüíûé èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò è ïðåäñòàâèòü â Áå-ðåçîâñêóþ 
ãîðîäñêóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ èòîãîâûé 
ôèíàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáè-
ðàòåëüíîãî ôîíäà. 

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè 
Ñâåðäëîâ-ñêîé îáëàñòè, Ãîëîâíÿ Ò.Ä., ñðåäñòâàì ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè, îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé» è íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåðåçîâñêîé ãîðîä-ñêîé òåððèòîðèàëüíîé 
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè. 

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü 
íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Ïîòàïîâó Í.À. 
Ïðåäñåäàòåëü Áåðåçîâñêîé ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Í.À. ÏÎÒÀÏÎÂÀ
Ñåêðåòàðü Áåðåçîâñêîé ãîðîäñêîé òåððèòîðèàëüíîé 

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Í.Í. ÊÎÑÒÈÍÀ



Ïîíåäåëüíèê, 7 ôåâðàëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 13.00  «7 ╃′╄╈» 
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 22.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]
10.30, 03.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
11.00, 02.05 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30, 02.35 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
12.00 «╀¨]¨′¨╂┿ぅ ╃╄╁』¨′╉┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
12.30 〉[¨╉╇ 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ぅ╆｠╉┿
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 【╉¨╊を-

′╇╉¨╁ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄) 
15.15 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 〈┿╈′｠》 

┿╂╄′〈¨╁»
15.40 «〈┿′『〉╄╋ ╇ ‶¨╄╋!»
15.55, 01.20  《.╂. ╊¨[╉┿. «╉[¨╁┿╁┿ぅ ]╁┿╃を╀┿». 

]‶╄╉〈┿╉╊を. 1-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
17.00 «【┿》[╇ぅ[». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
19.00, 00.30 «[╇╋: ‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╂[┿′╇『┿». ╃/《
20.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»
23.45  ′┿╁]〈[╄』〉 «〉′╇╁╄[]╇┿╃╄ – 2013». ╉〉╀¨╉ 

[╄╉〈¨[┿ ╉╂〈〉 (╉┿╇) ‶¨ ]〈[╇〈╀¨╊〉
00.00 «』〉╃┿╉╇». 〈/《

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
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»
2 1 . 3 0  « 〈 ┿ ╊ ╇ ] ╋ ┿ ′ ╇ ぅ . 

]¨』╇-2014. ′┿』┿╊¨»
21.40 〈/] «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿»
22.40 ]‶╄『[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄
23.40 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
00.00 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ‶¨ 〈╄╊〉»
00.50 ╉¨╋╄╃╇ぅ «┿╉╁┿╋┿[╇′»
02.50 》/《 «‶┿〈[〉╊を ╁[╄╋╄′╇: 

╀╄[╊╇′]╉¨╄ [╄【╄′╇╄»
04.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «[〉]]╉╇╈ 【¨╉¨╊┿╃»
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
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 〈/] «╁╉〉] ╂[┿′┿〈┿»
23.45 ╃╄╅〉[′｠╈ ‶¨ ]〈[┿′╄
00.50 ╁╄]〈╇+
01.10 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
01.45 》/《 «〉┿╈┿〈〈 ぁ[‶»

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 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «‶[¨】┿╈, «╋┿-

╉┿[¨╁»!» 
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╆╁╄[¨╀¨╈» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
2 3 . 3 5  « 』 ╄ ] 〈 ′ ｠ ╈  ‶ ¨ ′ ╄ -

╃╄╊を′╇╉» 
00.25 «【╉¨╊┿ ╆╊¨]╊¨╁╇ぅ» 
01.10 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
01.45 «╃¨ ]〉╃┿» 
02.45 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.00 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
12.30, 14.00, 16.40, 17.30, 18.25, 

20 .45 ,  00 .40  ╃¨╉〉╋. 
《╇╊を╋

13.10 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
14.30 ]‶╄╉〈┿╉╊を «¨╀｠╉′¨╁╄′-

′┿ぅ ╅╇╆′を»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
17.05 ╉〉╋╇[｠
17.45 ╆′┿╋╄′╇〈｠╄ ╇′]〈[〉╋╄′-

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

╉╊┿]]╇╉┿...
21.25, 01.40 ACADEMIA

22.15 ╃/] «╃╄╊¨ [¨]]╇╇»
22.40 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇», 

1 ]╄[╇ぅ

6.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄ 
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
10.30 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
11.00, 14.00, 02.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.20 «]〈[┿′┿.RU»
12.40 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》» 
13.10 «′┿〉╉┿ 2.0» 
13.40, 00.00, 03.30 ╁╄]〈╇.RU
14.15 ╀┿╃╋╇′〈¨′
15.55 《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿
16.45 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.40 ╀╇┿〈╊¨′. ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿
19.30 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
20.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.15 «10 +» 
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
21.20 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
21.35 《╇′┿′]╇]〈
22.05 》/《 «╀┿╆┿ «╉╊╄╈〈¨′»
00.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
01.10 TOP GEAR
02.25 «′┿〉╉┿ 2.0»
02.55, 03.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8 .25  》 /《  «╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ 

[╄╂┿〈┿»
10.05 》/《 «╁ ╉╁┿╃[┿〈╄ 45»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 «╉〉╊を〈〉[′｠╈ ¨╀╋╄′»
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.30 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.55 〈/] «《¨[╋〉╊┿ ]〈╇》╇╇»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╋¨╈ ╊┿]╉¨╁｠╈ 

╇ ′╄╅′｠╈ ╋╄′〈»
22.50 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.15 «╁¨╆╃〉【′｠╄ ‶╇[┿〈｠». 

╉¨╋╄╃╇ぅ
01.45 》/《 «』┿]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁, 

╇╊╇ ¨‶╄[┿『╇ぅ «╉¨¨‶╄-
[┿『╇ぅ»

03.35 》/《 «]╊╄╃]〈╁╇╄╋ 〉]〈┿-
′¨╁╊╄′¨...»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.40 》/《 «‶ぅ〈¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «¨′┿ - ╋〉╅』╇′┿»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «]¨]╄╃╉┿»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿ - 2»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
14.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.15 «╋┿]╉╇-【¨〉»
18.15 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
18.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «〉╊を〈[┿《╇¨╊╄〈»
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 «]╊╇╆′ぅ╉». 〈[╇╊╊╄[
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 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
21.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 3»
22.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
00.00 ╀¨╄╁╇╉ «╂¨[¨╃ ′┿-

]╇╊╇ぅ»
01.50 «╋¨【╄′′╇╉╇»
03.00 «‶¨╉╄[ ‶¨]╊╄ ‶¨-

╊〉′¨』╇»
03.55 «‶[¨╁╄[╄′¨ ′┿ ]╄╀╄»

6.00 〈/] «╉〉‶╇╃¨′»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋¨ぅ 〉╅┿]′┿ぅ 

′ぅ′ぅ»
12.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]〈ぃ┿[〈 

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

[╄╉╇»
22.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.30 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
03.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.10 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
6.20, 14.05 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅-
╃｠╈ 』┿]»

9.10 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
9.30 «DE FACTO»
10.20, 00.15 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
15.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
19.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30 ,  03 .40  «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ.  〈[〉╃¨╁｠╄ 

¨〈′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «]╁╄〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇», 1 ]╄[╇ぅ
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ

• Инкубатор на 63 шт., дешево. 
4-92-99.

Р Е К Л А М А

• Пианино «Элегия», цвет чер-
ный, недорого, самовывоз. 8-950-
63-24-032.

Р Е К Л А М А

• Телевизор диаг. 54 см. 8-912-20-
48-327.

Р Е К Л А М А

• Устройство мочеприемное 
для мужчин Уроцел, применяет-
ся при любых формах недержания 
мочи. Абсорбирующие пеленки 
60х90. Памперсы 52-54 р. Все им-
портное. Дешево. 8-902-25-89-788.

Р Е К Л А М А

КУПЛЮ
• Старые монеты, бумажные 
деньги, значки, фарфоровые и ме-
таллические статуэтки, самовары, 
военную атрибутику, фото до 1945 
года. 8-912-69-38-471.

Р Е К Л А М А

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ПРОДАМ

• Комплекты зимних колес: 
Hakkapelitta-2, 182/60, R–14, 
Уралшина север 175/70, R–13, 
Медео 175/70 R – 13. Рассмотрю 
обмен на литые диски R–13 (нужно 
2 трехспицевых диска). 8-922-10-
00-385.

Р Е К Л А М А

• ВАЗ-2105, 2005 г., пробег 50 т. 
км, магнитола, сигнализация. Ма-
шина не битая, не гнилая, г. Бере-
зовский. 8-952-73-30-479.

Р Е К Л А М А

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА НА ОДИН ВЫПУСК

Этот купон вы можете отдать в любой киоск, где 
продаётся БР, или отнести по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9.

Текст пишется разборчиво, печатными буквами, без сокращений, 
не более 20 слов. Одно объявление на одном купоне. Рубрики: 

Транспорт, Детское, Животные, Разное, Знакомства, Бытовая техника.

Рубрика ___________________________________________________

Текст объявления _________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Данные (телефон) ______________________________________



ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Теперь вы можете разместить в газете бесплатное объявление в 
следующие рубрики: транспорт, бытовая техника, мебель, детское, 
одежда, животные, знакомства, обмен-бюро, ищу работу, сниму 
жилье.  Ваше объявление будет напечатано в ближайший четверг.

Для этого достаточно вырезать наш купон в субботнем выпуске, 
заполнить его печатными буквами и передать в любой киоск 
Роспечати (где продается БР) или к нам в редакцию по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Красных Героев, 9.

• Редакция не несет ответственность за достоверность 
публикуемой информации.

• Редакция не гарантирует публикацию бесплатных объявлений.
• Объявления печатаются в порядке их поступления.
• Объявления коммерческого характера на бесплатной основе не 

принимаются.
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‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 22.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]
10.30, 02.05 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
11.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»
12.00 «╀¨]¨′¨╂┿ぅ ╃╄╁』¨′╉┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)  
12.30 〉[¨╉╇ 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ぅ╆｠╉┿
13.00 ╉¨′『╄[〈 ╃〉ぁ〈┿ «《┿[╇╃┿ –┿╊]〉»
13.25 «』〉╃┿╉╇». 〈/《
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 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 〈┿╈′｠》 

┿╂╄′〈¨╁»
15.40 «TAT-MUSIC»
15.55, 01.20  《.╂. ╊¨[╉┿ «╉[¨╁┿╁┿ぅ ]╁┿╃を╀┿». 

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

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

17.00 «【┿》[╇ぅ[». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
19.00, 00.30 «[╇╋: ‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╂[┿′╇『┿». ╃/《
20.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉O╋ ぅ╆｠╉╄) 
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
02.50 «╃╁┿ ╃′ぅ ╇╆ ╅╇╆′╇ ╁¨╈′｠». 〈╄╊╄╁╇╆╇¨′-

′｠╈ ]‶╄╉〈┿╉╊を

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
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 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿»
22.20 «』〉╃╄]┿ ╇]『╄╊╄′╇ぅ»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «′┿ ′¨』を ╂╊ぅ╃ぅ»
00.50 》/《 «¨╋╄′»
02.50 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╄╉┿╋╄[¨′»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «′╊¨ 〈[╄〈を╄╂¨ [╄╈》┿»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «[〉]]╉╇╈ 【¨╉¨╊┿╃»
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
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 〈/] «╁╉〉] ╂[┿′┿〈┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «《╊┿╂╇ ′┿【╇》 

¨〈『¨╁»
02.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╀¨╊を【┿ぅ ╊ぃ-

╀¨╁を - 3»

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

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

╁¨╈′｠» 
15.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «‶[¨】┿╈, «╋┿-

╉┿[¨╁»!» 
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╆╁╄[¨╀¨╈» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «]╊╄╃¨‶｠〈» 
01.35 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄-

╃╇′¨╉» 
02.35 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.00 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «ぅ ╊ぃ╀╊ぃ»
12.10, 15.15, 16.40, 18.30, 02.40 

╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
14.00 ╋¨╈ ぁ[╋╇〈┿╅
14.30 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇», 1 ].
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
17.45 ╆′┿╋╄′╇〈｠╄ ╇′]〈[〉╋╄′-

〈┿╊を′｠╄ ╉¨′『╄[〈｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
20.45 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
21.25, 01.55 ACADEMIA
22.15 «╃╄╊¨ [¨]]╇╇»
22.45 ┿‶¨╉[╇《
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇», 2 ].
00.40 ╆╁╄╆╃｠ [〉]]╉¨╂¨ ┿╁┿′-

╂┿[╃┿
01.05 ┿. 》┿』┿〈〉[ぅ′. ]ぃ╇〈｠ 

╀┿╊╄〈¨╁

5.05, 01.05 TOP GEAR
6.10, 14.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
7.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.15, 21.00 «10 +» 
7.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.30, 00.35 «╀╇┿〈╊¨′»
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.10 «′┿〉╉┿ 2.0»
13.40, 00.00, 03.25 ╁╄]〈╇.RU
15.05 ╂¨[′¨╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
16.45 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
17.20 》/《 «╀┿╆┿ «╉╊╄╈〈¨′»
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
20.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.20 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
22.10 》/《 «╁¨╆╃〉【′｠╈ ̈ 》¨〈′╇╉» 
00.15, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
02.20, 03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.15 》/《 «╅┿╅╃┿»
9.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.30 》/《 «╇╊╊ぃ╆╇ぅ ¨》¨〈｠»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╇╊╊ぃ╆╇ぅ ¨》¨〈｠»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.30 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.55 〈/] «《¨[╋〉╊┿ ]〈╇》╇╇»
19.55 «╋¨]╉¨╁]╉╇╈ ╋┿[【[〉〈. 

〈┿╉]╇». ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ 
[╄‶¨[〈┿╅

20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╋¨╈ ╊┿]╉¨╁｠╈ ╇ 

′╄╅′｠╈ ╋╄′〈»
22.50 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠
00.15 》/《 «‶¨╄╆╃ ╃¨ ╀[〉╉-

╊╇′┿»
02.00 》/《 «‶¨ ‶[¨╆╁╇】〉 

«╆╁╄[を»
03.45 》/《 «╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ 

[╄╂┿〈┿»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «¨′┿ - ╋〉╅』╇′┿»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╃╄]ぅ〈を ぅ[╃¨╁»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «〉╀╇╈『┿ ‶¨ ]¨-

]╄╃]〈╁〉»
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.50 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿ - 2»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
14.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.15 «╋┿]╉╇-【¨〉»
18.15 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
18.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «〈╄′を»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «〈╄′を»
03.05 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.55 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

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 》/《 «╂¨[¨╃ ′┿]╇╊╇ぅ»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
21.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 3»
22.00 «╅┿╃′¨]〈を»: «》╊╄╀»
23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
00.00 》/《 «‶[ぅ╋¨╈ ╉¨′〈┿╉〈»
01.45 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»

6.00 〈/] «╉〉‶╇╃¨′»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «′¨╁¨]〈╇»
10.30 》/《 «╋╄]〈¨ ′┿ ╉╊┿╃-

╀╇】╄»
12.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «′¨╁¨]〈╇»
21.30 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈ 〈[╇╊-

╊╄[ «《┿╉〉╊を〈╄〈»
23.25 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
02.40 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.30 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «╂〉[╋ぁ»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 ╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
11.45 ]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄
12.30, 18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.10 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05 〈/] «]╁╄〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇», 1 ]╄[╇ぅ
17.10 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «]╁╄〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 9 ôåâðàëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 22.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]
10.30  ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈
11.00 «╉′╇╂┿»
11.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!»
12.00 «╋¨ぅ ╃┿╊╄╉┿ぅ ╆╁╄╆╃┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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

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

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

┿╂╄′〈¨╁»
15.40 «〈┿′『〉╄╋ ╇ ‶¨╄╋!»
15.45, 01.20 〈. ╋╇′′〉╊╊╇′. «[┿╃¨]〈を ╋¨╄╂¨ 

]╄[╃『┿». ]‶╄╉〈┿╉╊を. 1-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[-
]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

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

17.00  «【┿》[╇ぅ[». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
19.00, 00.30 «[╇╋: ‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╂[┿′╇『┿». ╃/《
20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
02.05  ╉. 〈╇′』〉[╇′. «‶¨╂┿]【┿ぅ ╆╁╄╆╃┿». ]‶╄╉-

〈┿╉╊を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
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!»
19.50 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
20.30 «╁[╄╋ぅ»
21.00 《〉〈╀¨╊. ]╀¨[′┿ぅ [¨]-

]╇╇ - ]╀¨[′┿ぅ ╇[┿′┿
23.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿»
23.50 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
00.10 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
01.20 》/《 «╇╂[｠ [┿╆〉╋┿»
03.50 〈/] «╅╇╆′を ′┿ ╋┿[]╄»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «[〉]]╉╇╈ 【¨╉¨╊┿╃»
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
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 〈/] «╁╉〉] ╂[┿′┿〈┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «┿[′: ╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨ 

╁ ╉¨′『╄ ‶〉〈╇»
02.40 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.35 〈/] «╀¨╊を【┿ぅ ╊ぃ-

╀¨╁を - 3»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

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

╁¨╈′｠» 
15.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «‶[¨】┿╈, «╋┿-

╉┿[¨╁»!» 
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╆╁╄[¨╀¨╈» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «]╊╄╃¨‶｠〈» 
01.35 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
02.40 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.05 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»

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

╃¨』╉┿»
12.20, 15.15, 16.40, 17.30, 

18.30, 21.10, 02.40 ╃¨╉〉╋. 
《╇╊を╋｠

14.00 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.30 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇», 2 ].
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
17.05, 00.40 ╆╁╄╆╃｠ [〉]]╉¨╂¨ 

┿╁┿′╂┿[╃┿
17.45 ╆′┿╋╄′╇〈｠╄ ╇′]〈[〉╋╄′-

〈┿╊を′｠╄ ╉¨′『╄[〈｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.45 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
21.25, 01.55 ACADEMIA
22.15 «╃╄╊¨ [¨]]╇╇»
22.45 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇», 3 ].
01.05 ┿. ]╉[ぅ╀╇′. «‶¨ぁ╋┿ 

ぁ╉]〈┿╆┿»

6.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
7.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
10.30 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
11.00, 14.00, 00.15, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 02.20 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
12.20, 03.40 «]〈[┿′┿.RU»
13.10 «′┿〉╉┿ 2.0»
13.40, 00.00, 03.20 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
14.55 ╂¨[′¨╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
17.20 》/《 «╁¨╆╃〉【′｠╈ ̈ 》¨〈′╇╉»
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
20.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.15 «10 +» 
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.05 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
21.35 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿ 
22.05 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «╊╄〈〉╁¨] 

[╇〈┿]» – 『]╉┿
00.35 «[╄╈〈╇′╂»
01.05 TOP GEAR

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
10.35 «╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠»
11.10, 15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′｠╈ 

‶[╄]〈〉‶′╇╉»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.30 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.55 〈/] «《¨[╋〉╊┿ ]〈╇》╇╇»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «[┿]]╋╄【╇〈を ╀¨╂┿»
22.50 ╃/《 «╉ 100-╊╄〈╇ぃ ╋]〈╇]-

╊┿╁┿ ╉╄╊╃｠【┿»
00.30 》/《 «╁ ¨]┿╃╄ - 2»
02.20 》/《 «╁ ╉╁┿╃[┿〈╄ 45»
03 . 4 5  》 /《  «╁¨╆╃〉【′｠╄ 

‶╇[┿〈｠»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.05 》/《 «╃╄]ぅ〈を ぅ[╃¨╁»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «]╁┿╃╄╀′｠╈ ‶╄[╄-

‶¨╊¨》»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50  》/《 «‶[¨]〈¨,  ╉┿╉ 

]╋╄[〈を»
04.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿ - 2»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.15 «╋┿]╉╇-【¨〉»
18.15 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
18.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «╊〉′┿-44»
23.00, 03.05 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.35 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╊〉′┿-44»
03.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

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, 16.00, 23.00 «ぁ╉]〈[╄′-

′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «‶[ぅ╋¨╈ ╉¨′〈┿╉〈»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
21.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 3»
22.00, 03.50 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ 

]｠】╇╉»
00.00 》/《 «〉╇╊╊┿[╃»
02.00 «]〉╃を╀┿ 』╄╊¨╁╄╉┿»: 

«‶¨╃╋╄′┿ ‶¨′ぅ〈╇╈»
03.00 «‶¨╉╄[ ‶¨]╊╄ ‶¨╊〉-

′¨』╇»

6.00 〈/] «╉〉‶╇╃¨′»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «′¨╁¨]〈╇»
10.30 》/《 «《┿╉〉╊を〈╄〈»
12.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «′¨╁¨]〈╇»
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇]]╇ぅ ′╄╁｠-

‶¨╊′╇╋┿»
23.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «』〈¨-〈¨ 

′¨╁╄′を╉¨╄»
02.55 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
04.55 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
12.30, 18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 ╃/《 «╋╇[ ╉¨╅╇ ╇ ╋╄》┿»
15.05 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05 〈/] «]╁╄〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»
17.10 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «]╁╄〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
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〈╄╋┿ ╃′ぅ
┳┩┱┵┬╃ ┳┲┨┴┲┵┯┤!

╂ぇかうくぇ ╉¨‶┱′╉╇′┿, 
くぇつぇかぬくうお けすょっかぇ くぇいくぇつっくうは 
う こっさっさぇしつひすぇ こっくしうえ せこさぇゃ-
かっくうは ‶《 ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき

18 けおすはぉさは こさけてかけゅけ ゅけょぇ ぉにか 
こさうくはす ╆ぇおけく ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう けぉ せしすぇくけゃかっくうう くけゃけゅけ 
さぇいきっさぇ こさけあうすけつくけゅけ きうくうきせ-
きぇ くぇ 2011-にえ. ¨く しけしすぇゃうか 4813 
させぉかっえ. ╆くぇつうす, くっ さぇぉけすぇゃてうっ 
ゅさぇあょぇくっ, こけかせつぇゃてうっ 4478 させ-
ぉかっえ う くっ うきっゃてうっ くうおぇおうた くぇ-
すせさぇかぬくにた かぬゅけす, くにくつっ きけゅせす 
さぇししつうすにゃぇすぬ くぇ 4813 させぉかっえ. 
╁ しゃはいう し ねすうき こっさっしきけすさっくに う 
さぇいきっさに そっょっさぇかぬくけえ しけちうぇかぬ-
くけえ ょけこかぇすに. 《╃] ょけ こさけあうすけつ-
くけゅけ きうくうきせきぇ せ くぇし うきっのす ぉけ-
かっっ すにしはつう つっかけゃっお, う し こっさゃけゅけ 
はくゃぇさは うき ぉせょっす けしせとっしすゃかはすぬしは 
せおぇいぇくくぇは ゃにこかぇすぇ. 

╇ っとひ けょくぇ ゃぇあくぇは くけゃけしすぬ. 
] こっさゃけゅけ そっゃさぇかは さぇいきっさ しすさぇ-
たけゃけえ つぇしすう すさせょけゃけえ こっくしうう 
こけ しすぇさけしすう, うくゃぇかうょくけしすう, こけ 
しかせつぇの こけすっさう おけさきうかぬちぇ せしすぇ-
くぇゃかうゃぇっすしは ゃ くけゃにた さぇいきっさぇた 
し せつひすけき おけねそそうちうっくすぇ うくょっお-
しぇちうう, さぇゃくけゅけ 1,088. ┿ すぇお おぇお 
しっえつぇし そうおしうさけゃぇくくにえ ぉぇいけゃにえ 
さぇいきっさ こっくしうう ゃおかのつひく ゃ しけしすぇゃ 
しすさぇたけゃけえ つぇしすう, すけ せゃっかうつっくうの 
こけょかっあうす ゃしは こっくしうは. 

 ′ぇ 25 はくゃぇさは 2010 ゅけょぇ ゃ 
せこさぇゃかっくうう ‶《 ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ 
しけしすけはす くぇ せつひすっ 17873 こけかせつぇ-
すっかは こっくしうう, うい くうた すさせょけゃせの 
こっくしうの うきっのす 16359 ゅけさけあぇく. 
╇きっくくけ しすけかぬおけ あうすっかっえ こけさぇ-
ょせっすしは ゃ そっゃさぇかっ こけゃにてっくうの 
こっくしうう. ]さっょくうえ さぇいきっさ っひ くぇ 
こっさゃけっ はくゃぇさは しけしすぇゃかはか 7832 
させぉかは 53 おけこっえおう. ′ぇ こっさゃけっ 
そっゃさぇかは けく ぉせょっす さぇゃっく 8515 
させぉかはき 17 おけこっえおぇき. ]かっょけゃぇ-
すっかぬくけ, ゃ しさっょくっき こっくしうは こけょ-
さけしかぇ くぇ 680 させぉかっえ.

╉さけきっ すけゅけ, ゃ ぇこさっかっ う うのかっ 
こさけゅくけいうさせっすしは こけゃにてっくうっ う 
しけちうぇかぬくにた こっくしうえ. ′ぇょっっきしは, 
くうつっゅけ くっ こけきってぇっす けしせとっしす-
ゃかっくうの ねすうた こかぇくけゃ.

╇╆ ‶¨』〈｠ ╀[

┫┤┥┿┯┬ ┺┩┯┲┩ 
┳┲┮┲┯┩┱┬┩ 

╉かぇゃょうは ╉〉╀╉¨╁┿, 
ゃっすっさぇく すさせょぇ

╇しおさっくくっ すさけくせかけ ゃにしすせこかっくうっ ゃ 
けょくけき うい ゃにこせしおけゃ «‶っくしうけくっさぇ» 
╋ぇさうう ╉うしっかひゃけえ «╆ぇぉにすけっ こけおけ-
かっくうっ». ╃っえしすゃうすっかぬくけ, きに, ょっすう 
こさっょゃけっくくにた う ゃけっくくにた かっす, きくけ-
ゅけ つっゅけ こさっすっさこっかう!  〉 くぇし し ぉさぇ-
すけき ぉにかぇ けょくぇ すっかけゅさっえおぇ くぇ ょゃけ-
うた – ぉかぇゅけ せつうかうしぬ し くうき ゃ ておけかっ ゃ 
さぇいくにっ しきっくに. ╊っすけき くぇし ゅけくはかう くぇ 
【うかけゃしおうっ こけかは. ╅ぇさぇ かう, ょけあょぬ, ぇ 
くけさきせ くぇょけ しょっかぇすぬ!

╉けゅょぇ ゃしこけきうくぇの け すけき あうすぬっ-ぉに-
すぬっ, ゃくせおう くっ ゃっさはす きけうき うしすけさうはき. 
┿ きけえ ょっょ さぇししおぇいにゃぇか, おぇお ゃにあう-
ゃぇかぇ しっきぬは ゃ ╂さぇあょぇくしおせの ゃけえくせ: 
けおぇいぇかけしぬ, ぉにかけ くっ かっゅつっ, つっき ゃ 
¨すっつっしすゃっくくせの… ╁うょくけ, くぇ おぇあょけっ 
こけおけかっくうっ こさうたけょはすしは くっゃいゅけょに. ′け 
たけすっかけしぬ ぉに, つすけぉに ゃかぇしすう せしかにてぇ-
かう う こさういくぇかう ょっすっえ ゃけえくに. ′っ すぇお 
きくけゅけ う けしすぇかけしぬ くぇし せあっ ゃ あうゃにた, 
ぇ きに くっ うきっっき くう かぬゅけす, くう こけつひすぇ. 
′っしこさぇゃっょかうゃけ こけかせつぇっすしは…

╉¨[¨〈╉¨
′っ すけかぬおけ きくけゅけょっすくにっ しっきぬう 

う きぇかけけぉっしこっつっくくにっ しすぇさうおう ぉっ-
させす ゃ ちっくすさっ おけきこかっおしくけゅけ けぉ-
しかせあうゃぇくうは くぇしっかっくうは けょっあょせ 
う けぉせゃぬ, おけすけさせの しのょぇ こさうくけしはす 
しっさょけぉけかぬくにっ ゅけさけあぇくっ. ╆ぇゅかはょに-
ゃぇのす ょぇあっ させおけゃけょうすっかう ょっすしおうた 
ょゃけさけゃにた おかせぉけゃ, つすけぉ こさうしきけ-
すさっすぬ けぉくけゃおう ょかは しゃけうた ゃけしこう-
すぇくくうおけゃ… 〉 ゃぇし っしすぬ ゃ ゅぇさょっさけぉっ 
かうてくうっ すひこかにっ ゃっとう うかう ょっすしおうっ 
ぉぇてきぇつおう? ‶さうくっしうすっ うた ゃ ちっくすさ, 
くぇ 〈っぇすさぇかぬくせの, 34.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ ‶¨╋¨】を

ÁÎÃ ÂÛÑÎÊÎ, À ×ÈÍÎÂÍÈÊ ÄÀËÅÊÎ

〈けかぬおけ ゃ こさけてかけき ゅけょせ しこっちうぇかうしすに 
せつぇしすおけゃけえ しかせあぉに ╉『]¨′ 

こさけゃっかう 176 こさうひきけゃ くぇしっかっくうは, 
こさけゃっさうかう 270 ぇょさっしけゃ, 

けこさっょっかうかう くぇ しけちけぉしかせあうゃぇくうっ 
120 けょうくけおうた しすぇさうおけゃ.

– ′うおぇお くっ こけえきせ, こけつっきせ きくっ 
ょっくぬゅう いぇ おけききせくぇかぬくにっ せしかせゅう 
ゃけいゃさぇとぇのす きっくぬてっ, つっき   しけ-
しっょおっ しくういせ? ┿ ゃっょぬ けぉっ きに ゃっ-
すっさぇくに, おゃぇさすうさに せ けぉっうた けょう-
くぇおけゃにっ. ‶けくぇつぇかせ-すけ は ぉけかぬてっ 
こけかせつぇかぇ, ぇ すっこっさぬ きっくぬてっ. 

〈ぇうしうは ]っきひくけゃくぇ ‶ぇくそうかけゃぇ 
けつっくぬ くっょけゃけかぬくぇ すぇおうき さぇしおかぇ-
ょけき ょっかぇ う こけすけきせ さってうかぇ こけあぇ-
かけゃぇすぬしは しこっちうぇかうしすせ せつぇしすおけゃけえ 
しかせあぉに ぃかうう ┿くょさっっゃくっ ╂ぇっゃけえ. 
〈ぇ, ゃくうきぇすっかぬくけ ゃにしかせてぇゃ こけ-
あうかせの あっくとうくせ, ょっかぇっす いぇこうしぬ 
ゃ しゃけひき «すぇかきせょっ»: ゃけこさけしけゃ お 
おけききせくぇかぬとうおぇき, おぇお ゃしっゅょぇ, たゃぇ-
すぇっす, こけしかっ きけくっすういぇちうう ╅╉-せしかせゅ 
しすぇかけ っとひ ぉけかぬてっ. ╊けしうくけゃしおうき 
しすぇさうおぇき ゃ ╀っさひいけゃしおうえ ったぇすぬ ゃに-
はしくはすぬ けすくけてっくうは し せこさぇゃかっくうっき 
╅╉》 – すはあっかけ, ょぇ う くぇおかぇょくけ: 
おせしぇのすしは ちっくに くぇ ぇゃすけぉせし. ╀かぇゅけ, 
っしすぬ こさうひきに せつぇしすおけゃにた しこっちう-
ぇかうしすけゃ – こさうっょせす, ゃにしかせてぇのす, 
ょけおせきっくすに ゃ さぇいくにっ つうくけゃくうつぬう 
おぇぉうくっすに しけぉっさせす, ぇ こけしかっ せあっ ゃ 
こけしひかけお し けすゃっすけき ゃけいゃさぇとぇのすしは. 
‶っくしうけくっさに くっ すけかぬおけ おゃうすぇくちうう, 
いぇはゃかっくうは ゃさせつぇのす さぇぉけすくうおぇき 
しかせあぉに, くけ う さっちっこすに くぇ かぬゅけすくにっ 
かっおぇさしすゃぇ: っしかう しぇきうき ったぇすぬ ゃ ゅけ-
さけょ, すけ しすぇくせす こうかのかう くっ ぉっしこかぇす-
くにきう, ぇ ょぇあっ けつっくぬ こかぇすくにきう…

╃きうすさうえ ]っきひくけゃうつ ‶けこけゃ けいぇ-
ょぇつうゃぇっす ぃかうの ┿くょさっっゃくせ ゃけ-
こさけしけき こけ かぬゅけすぇき くぇ すっかっそけく: 
けこっさぇすけさ ゃ ╊けしうくけき しきっくうかしは, ぇ 
し おけきこっくしぇちうっえ くぇ けこかぇすせ せしかせゅ 
しゃはいう こけかせつぇっすしは いぇきうくおぇ. ╄. ╉け-
くけこおうくぇ こさうてかぇ くぇ こさうひき し くっけ-
ぉにつくけえ こさけしぬぉけえ: くぇょけ ゃにはしくうすぬ, 
っしすぬ かう せ くっひ こさぇゃけ こけかせつうすぬ 
╆くぇお «]けゃっす ょぇ かのぉけゃぬ», ゃっょぬ けくぇ 
こさけあうかぇ し きせあっき 54 ゅけょぇ ゃ ぉさぇおっ. 
′け すせす っしすぬ いぇゅゃけいょおぇ: しせこさせゅ ╄おぇ-
すっさうくに ╄ゅけさけゃくに せきっさ…

′っしきけすさは くぇ すけ, つすけ ぃ. ╂ぇっゃぇ 
– きけかけょぇは ょっゃせておぇ, こけしっすうすっかう 
ゃっかうつぇのす っひ こけ うきっくう-けすつっしすゃせ: 
いぇしかせあうかぇ しゃけっえ ょっかけゃうすけしすぬの, 
しけぉさぇくくけしすぬの, けすいにゃつうゃけしすぬの う 
すっさこっくうっき: こさうたけょうすしは  ゃっょぬ くっ 
こさけしすけ ゃにしかせてうゃぇすぬ こさけしぬぉに う 
こけあっかぇくうは こけあうかにた かのょっえ, くけ 
すぇおあっ うた あういくっくくにっ うしすけさうう. ┿ 
けくう – たけすぬ さけきぇくに こうてう. ‶さぇゃょぇ, 
けょくぇ すっきぇ ゃ くうた くっこさったけょはとぇは 
– けょうくけつっしすゃけ. ぃかうは こけくうきぇっす, 

つすけ しすぇさうおぇき くぇょけ ょっさあぇすぬしは 
ゃきっしすっ. ′け おぇお ねすけ けさゅぇくういけゃぇすぬ? 
╁ ]ぇさぇこせかおっ, ぇ ねすけ すけあっ っひ せつぇ-
しすけお, そせくおちうけくうさせっす おかせぉ «》けいは-
のておぇ». 〈ぇき くぇさけょ くっ しおせつぇっす: う 
こさぇいょくうおう ゃきっしすっ こさけゃけょはす, う ゃ 
ぉせょくう けぉとぇのすしは: すけ さっちっこすぇきう 
ょっかはすしは, すけ しゃけう こけょっかおう ょっきけく-
しすさうさせのす. ╁けす ぉに こけゃしっきっしすくけ すぇ-
おうっ おかせぉに しけいょぇすぬ!

]こっちうぇかうしすに せつぇしすおけゃけえ しかせあ-
ぉに くっ すけかぬおけ こさうひき くぇしっかっくうは 
ゃっょせす, くけ う けぉしかっょけゃぇくうっ しゃけっえ 
すっささうすけさうう こさけゃけょはす, うとせす う くぇ-
たけょはす けょうくけおうた しすぇさうおけゃ, こさっょ-
かぇゅぇのす うき  しけちうぇかぬくせの こけきけとぬ. 
╀ぇぉおう-ょっょおう さぇょに ょぇあっ こさうたけょせ 
ゅけしすぬう: う しこぇしうぉけ しおぇあせす, う つぇえ 
こさっょかけあぇす. ╁しっゅけ ぃかうは し おけかかっ-
ゅぇきう いぇ 2010 ゅけょ けぉしかっょけゃぇかう 270 
ぇょさっしけゃ, 120 つっかけゃっお けこさっょっかうかう 
くぇ しけちけぉしかせあうゃぇくうっ, 16 つっかけゃっお 
– ゃ けすょっかっくうっ ゃさっきっくくけゅけ こさっぉに-

ゃぇくうは, すさけうた – ゃ 
ぉけかぬくうつくにえ しすぇ-
ちうけくぇさ, っとひ 53 
つっかけゃっおぇ こけこぇ-
かう ゃ こけかっ いさっくうは 
しこっちうぇかうしすけゃ こけ 

うくそけさきぇちうう おけきうししうう こけ ょっかぇき 
くっしけゃっさてっくくけかっすくうた.   

╄しかう しけちさぇぉけすくうお さってぇっす ぉに-
すけゃにっ こさけぉかっきに こけあうかにた ゅけさけ-
あぇく, すけ せつぇしすおけゃにえ しこっちうぇかうしす 
いぇくうきぇっすしは けさゅぇくういぇちうけくくにきう 
ゃけこさけしぇきう: うきっくくけ けく けそけさきかは-
っす ょけおせきっくすに くぇ けぉしかせあうゃぇくうっ, 
しけしすぇゃかはっす しけちうぇかぬくせの おぇさすせ 
せつぇしすおぇ, ゅょっ いぇそうおしうさけゃぇくに ゃしっ 
せつさっあょっくうは, こさけういゃけょしすゃぇ, うく-
ょうゃうょせぇかぬくにっ こさっょこさうくうきぇすっかう 
– かのぉぇは うくそけさきぇちうは こさうゅけょうすしは 
ゃ さぇぉけすっ. ‶っさうけょうつっしおう おぇさすぇ ょけ-
こけかくはっすしは う けぉくけゃかはっすしは. 

– ]っゅけょくは ╀╂¨ さぇいょっかひく くぇ 
こはすぬ せつぇしすおけゃ, いょっしぬ さぇぉけすぇのす 
こはすぬ しこっちうぇかうしすけゃ, – さぇししおぇいに-
ゃぇっす いぇゃ. けさゅぇくういぇちうけくくけ-きっすけ-
ょうつっしおうき けすょっかっくうっき おけきこかっおし-
くけゅけ ちっくすさぇ しけちけぉしかせあうゃぇくうは 
くぇしっかっくうは ╁っくぇさうは ╁ぇかょうはくけゃくぇ 
【ぇきゅせすょうくけゃぇ. – ╃ゃぇ せつぇしすおぇ 

ょっえしすゃせのす ゃ こけしひかおぇた, すさう – ゃ 
しぇきけき ゅけさけょっ. ╁ ]ぇさぇこせかおせ ぃかうは 
┿くょさっっゃくぇ ╂ぇっゃぇ こさうっいあぇっす おぇあ-
ょにえ こけくっょっかぬくうお, ぇ ゃ ╊けしうくにえ 
– こけ つっすゃっさゅぇき ょゃぇあょに ゃ きっしはち. 
ぅくせ ]っさゅっっゃくせ ╀せすけさうくせ あうすっかう 
╋けくっすくけゅけ あょせす こけ ゃすけさくうおぇき う 
こはすくうちぇき, ぇ おかのつっゃちに – こけ こさっょ-
ゃぇさうすっかぬくけえ ょけゅけゃけさひくくけしすう. 

]おけさっっ ゃしっゅけ, ゃけいけぉくけゃはすしは 
こさうひきに ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ. ‶さっ-
あょっ くっ ぉにかけ しきにしかぇ しけいょぇゃぇすぬ 
せつぇしすけお けぉしかせあうゃぇくうは ゃ ╉っょさけゃ-
おっ: ゃ こけしひかおっ あうかう ゃ けしくけゃくけき 
かのょう きけかけょにっ う しさっょくっゅけ ゃけい-
さぇしすぇ, ゃけうくしおぇは つぇしすぬ けたけすくけ こけ-
きけゅぇかぇ しゃけうき しけしっょはき. ′け ゃさっきは 
ぉっさひす しゃけひ: かのょう しけしすぇさうかうしぬ, うき 
くせあくぇ こけょょっさあおぇ. 

– ╄しかう けくう しぇきう いぇはゃはす けぉ 
ねすけき, ぉせょっき うしおぇすぬ おぇょさに. ╅っ-
かぇのとうた こけさぇぉけすぇすぬ ゃ ╉っょさけゃおっ, 
きうかけしすう こさけしうき, – こさけょけかあぇっす 
╁っくぇさうは ╁ぇかょうはくけゃくぇ. – ╉しすぇ-
すう, し ねすけゅけ ゅけょぇ ゃしっ せつぇしすおう 
こっさっえょせす ゃ けすょっかぬくけっ しすさせおすせさ-
くけっ こけょさぇいょっかっくうっ. ]ゃはいぇすぬ-
しは し くうき きけあくけ こけ すっかっそけくぇき 
46922 う 43853.

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

ぁ〈¨ ╇′〈╄[╄]′¨

┦┵┩ ┦┲┳┴┲┵┿ – 
┮ ┬┱┶┩┴┱┩┶┷

[けししうはくっ し 2015 ゅけょぇ しきけゅせす 
けそけさきかはすぬ こっくしうの つっさっい ╇くすっさ-
くっす. ] しっさっょうくに 2012 ゅけょぇ くぇ 
こけさすぇかっ きせくうちうこぇかぬくにた う ゅけしせ-
ょぇさしすゃっくくにた せしかせゅ きけあくけ ぉせょっす 
こけょぇすぬ いぇはゃかっくうっ けぉ っひ せしすぇくけゃ-
かっくうう ゃ ねかっおすさけくくけき ゃうょっ. 〉あっ 
しっゅけょくは くぇ こけさすぇかっ ‶《 きけあくけ 
こけかせつうすぬ うくそけさきぇちうの け しけしすけ-
はくうう うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ かうちっゃけゅけ 
しつひすぇ う くぇこうしぇすぬ いぇはゃかっくうっ くぇ 
せつぇしすうっ ゃ こさけゅさぇききっ ゅけしせょぇさ-
しすゃっくくけゅけ しけそうくぇくしうさけゃぇくうは 
こっくしうう.

]っえつぇし ょかは けそけさきかっくうは こっく-
しうう ゅさぇあょぇくうく ょけかあっく こさっょしすぇ-
ゃうすぬ しけすさせょくうおぇき そけくょぇ こぇおっす 
ょけおせきっくすけゃ. ╁ しっくすはぉさっ 2010 
ゅけょぇ けく ぉにか しけおさぇとひく. 〈っこっさぬ 
お いぇはゃかっくうの ゅさぇあょぇくうくぇ, けぉ-
さぇすうゃてっゅけしは いぇ くぇいくぇつっくうっき 
すさせょけゃけえ こっくしうう こけ しすぇさけしすう, 
すさせょけゃけえ こっくしうう こけ うくゃぇかうょ-
くけしすう, こっくしうう こけ うくゃぇかうょくけしすう 
ゃけっくくけしかせあぇとうた, こさけたけょうゃてうた 
ゃけっくくせの しかせあぉせ こけ こさういにゃせ, くっ 
ょけかあくに こさうかぇゅぇすぬしは ょけおせきっくすに 
け しすっこっくう けゅさぇくうつっくうは しこけしけぉ-
くけしすう お すさせょせ.

¨╀[┿〈′┿ぅ ]╁ぅ╆を
«┿ 》┿[┿╉〈╄[ 〉 ′┿], ]〈┿[╇╉¨╁, – ′╄ ]┿》┿[»

352 けょうくけおうた ゅけさけあぇくうくぇ くぇたけょうかうしぬ ゃ 2010 ゅけょせ 
くぇ こけこっつっくうう しけちうぇかぬくにた さぇぉけすくうおけゃ ちっくすさぇ おけき-
こかっおしくけゅけ しけちうぇかぬくけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは くぇしっかっくうは. ′ぇ 
こっさゃけっ はくゃぇさは うた つうしかけ ゃけいさけしかけ ょけ 382. ╉ぇお しつうすぇ-
のす しこっちうぇかうしすに ちっくすさぇ, こさけこぇゅぇくょうさけゃぇすぬ こけきけとぬ 
くぇ ょけきせ こけきけゅぇっす う ゅぇいっすぇ «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ». 
〈け, つすけ しけちさぇぉけすくうおう しすぇくけゃはすしは させおぇきう, くけゅぇきう, 
ゅかぇいぇきう う せてぇきう ぉっしこけきけとくにた かのょっえ, ょけゅぇょぇすぬしは 
くっすさせょくけ. ′け, おぇお けおぇいにゃぇっすしは, しけすさせょくうおう ちっくすさぇ 
ょかは きくけゅうた しすぇさうおけゃ – っょうくしすゃっくくけ さけょくにっ かのょう. 
«]こぇしうぉけ ′ぇすぇかぬっ ╀けさうしけゃくっ [けしすけゃしおけえ いぇ っひ すさせょ 
う ゃっかうおけっ すっさこっくうっ お くぇき, こっくしうけくっさぇき, ゃっょぬ ゃ しすぇ-
さけしすう たぇさぇおすっさ  – ょぇかっおけ くっ こけょぇさけお, せ おぇあょけゅけ しゃけう 
こさうつせょに, くぇょけ おぇあょけきせ せゅけょうすぬ. ′け ′ぇすぇてぇ こさうたけ-
ょうす ゃ ょけき ゃしっゅょぇ ゃ たけさけてっき くぇしすさけっくうう, こけゅけゃけさうす, 
う くぇ ょせてっ しすぇくけゃうすしは すっこかっっ. ¨くぇ ょかは くぇし くっ こさけしすけ 
しけちさぇぉけすくうお, ぇ けすいにゃつうゃにえ, ゅさぇきけすくにえ つっかけゃっお. 』すけ 
くう こけこさけしうてぬ – ゃしひ しょっかぇっす, ぇ せきっっす けくぇ きくけゅけっ». 

ぁすけす けすおかうお こさうしかぇかう [せそうくぇ ╇ゃぇくけゃくぇ う ¨かぬゅぇ 
╁うおすけさけゃくぇ ╇けくうくに, ぇ すぇおあっ ╂ぇかうくぇ ′うおけかぇっゃくぇ 
╉さうゃけとひおけゃぇ うい ╋けくっすくけゅけ. ╇ すぇおうた ぉかぇゅけょぇさくけしすっえ 
きけあくけ しけぉさぇすぬ – くぇ ゃしの ゅぇいっすくせの こけかけしせ. ╃かは すった, 
おすけ いぇうくすっさっしけゃぇかしは しかせあぉけえ しけちこけきけとう くぇ ょけきせ, 
くぇこけきうくぇっき っひ すっかっそけく: 43853. ′っ しすさぇょぇえすっ けす 
けょうくけつっしすゃぇ う ぉっしこけきけとくけしすう ゃ つっすにさひた しすっくぇた: ゃ 
ゅけさけょっ っしすぬ しかせあぉぇ, おけすけさぇは ゃぇし ゃにさせつうす. ╁ けょくけき うい 
ょっおぇぉさぬしおうた くけきっさけゃ きに ょぇあっ けこせぉかうおけゃぇかう すぇさうそ-
くせの しっすおせ しすけうきけしすう ゃけしぬきう けしくけゃくにた せしかせゅ ゃ きっしはち 
ょかは けょくけゅけ つっかけゃっおぇ, こさけあうゃぇのとっゅけ ゃ けょくけおけきくぇす-
くけえ おゃぇさすうさっ. 〈ぇお ゃけす こけおせこおぇ う ょけしすぇゃおぇ こさけょせおすけゃ 
こうすぇくうは, こさけきにてかっくくにた すけゃぇさけゃ, ゃにこうしおぇ きっょうおぇ-
きっくすけゃ う こけおせこおぇ うた ゃ ぇこすっおっ, けこかぇすぇ おゃうすぇくちうえ, 
せぉけさおぇ ゃ おゃぇさすうさっ, ゃにくけし きせしけさぇ う きにすぬひ かっしすくうつ-
くけえ こかけとぇょおう けぉたけょうすしは おかうっくすせ ゃ… 140 させぉかっえ 20 
おけこっっお. ]けゅかぇしうすっしぬ, かのぉけきせ こっくしうけくっさせ こけょ しうかせ 
すぇおぇは そうくぇくしけゃぇは くけてぇ. 

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

╆┿』╄╋ ‶《 ╋┿〈╄[╇′]╉╇╈ ╉┿‶╇〈┿╊?
«╀っさひいけゃしおうえ さぇ-

ぉけつうえ» こけしすけはくくけ 
さぇししおぇいにゃぇっす け きぇ-
すっさうくしおけき おぇこうすぇかっ. 
¨ぉなはしくうすっ きくっ, こけ-
つっきせ きぇすっさうくしおうえ 
おぇこうすぇか こかぇすうすしは うい 
‶っくしうけくくけゅけ そけくょぇ, 
おぇおけっ けく うきっっす けす-
くけてっくうっ お こっくしうはき 
ゅさぇあょぇく?

╁うおすけさ, 25 かっす

′ぇ ゃけこさけし つうすぇすっかは けすゃっつぇっす いぇきっしすうすっかぬ くぇつぇかぬくうおぇ せこさぇゃかっくうは ‶《 ゃ 
ゅ. ╀っさひいけゃしおけき ╄かっくぇ ╊〉╉をぅ′』╄′╉¨:

– ╋ぇすっさうくしおうえ おぇこうすぇか こかぇすうすしは うい 
そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ う くうおぇおけゅけ 
けすくけてっくうは お しすさぇたけゃにき ゃいくけしぇき くっ 
うきっっす, ねすけ こさけしすけ すぇおぇは くっこさけそうかぬ-
くぇは くぇゅさせいおぇ ょかは くぇし. ‶っくしうけくくにえ 
そけくょ – こさぇおすうつっしおう っょうくしすゃっくくぇは 
しすさせおすせさぇ, おけすけさぇは さぇぉけすぇっす し くぇしっかっ-
くうっき, こけねすけきせ ゅけしせょぇさしすゃけ, ねおけくけきは 
しゃけう ういょっさあおう う ょけゃっさはは ‶《, こけさせ-

つうかけ っきせ すぇおうっ そせくおちうう. ‶け しせすう, きに 
さぇぉけすぇっき おぇお すさぇくいうす: こけかせつぇっき しさっょ-
しすゃぇ きぇすっさうくしおけゅけ おぇこうすぇかぇ うい そっょっ-
さぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ, こさけこせしおぇっき つっさっい 
しゃけえ ぉのょあっす, くけ すせす あっ けすょぇひき うた 
ゅさぇあょぇくぇき. ╁ 2010 ゅけょせ ゃ ちっかけき ‶《 
うしすさぇすうか くぇ ねすせ こさけゅさぇききせ  こけさはょおぇ 
100 きうかかうぇさょけゃ させぉかっえ. ╇ けくう くうおぇお 
くっ こけゃかうはかう くぇ せさけゃっくぬ こっくしうえ.

‶さうひき ゃ ]ぇさぇこせかおっ ゃっょひす ぃかうは ╂ぇっゃぇ
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╇くゅさっょうっくすに: 
• ゅさうぉに しせてひくにっ – 30 ゅ
• あうさ – 40 ゅ
• おぇさすけそっかぬ – 4 てす.
• おゃぇてっくぇは おぇこせしすぇ – 300 ゅ
• さっこつぇすにえ かせお – 2 ゅけかけゃおう
• きけさおけゃぬ, おけさっくぬ しっかぬょっさっは – 

こけ 1 てす.
• しぇたぇさ-こっしけお – 1 つぇえくぇは かけあおぇ
• しきっすぇくぇ – 4 しすけかけゃにっ かけあおう
• ゃけょぇ – 1,5 か 
• しけかぬ
• つひさくにえ きけかけすにえ こっさっち こけ 

ゃおせしせ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╂けすけゃはす ゅさうぉくけえ ぉせかぬけく. ╁ぇさひくにっ ゅさうぉに てうくおせのす. ¨すょっかぬくけ すせてぇす おゃぇてっくせの おぇこせしすせ 

15-20 きうくせす. [っこつぇすにえ かせお, きけさおけゃぬ う おけさっくぬ しっかぬょっさっは てうくおせのす う こぇししっさせのす. ╁ ゅさうぉくけえ 
ぉせかぬけく けこせしおぇのす くぇさっいぇくくにえ ぉさせしけつおぇきう おぇさすけそっかぬ う ゃぇさはす ょけ こけかせゅけすけゃくけしすう. ╃けぉぇゃ-
かはのす すせてひくせの おぇこせしすせ, ゃぇさひくにっ てうくおけゃぇくくにっ ゅさうぉに, こぇししっさけゃぇくくにっ けゃけとう う ゃぇさはす ょけ 
ゅけすけゃくけしすう. ╁ おけくちっ ゃぇさおう ょけぉぇゃかはのす しけかぬ, こっさっち こけ ゃおせしせ. ‶さう こけょぇつっ おぇこせしすくはお いぇこさぇゃ-
かはのす しきっすぇくけえ.

ÄÎÌËÀÌÀ
╇くゅさっょうっくすに: 
• 500 ゅ しかぇょおけゅけ こっさちぇ
• 300 ゅ きぇしかぇ
• 1 おゅ かせおぇ
• 1 おゅ こけきうょけさけゃ
• 500 ゅ きけさおけゃう
• 500 ゅ おぇさすけそっかは
• 2 こせつおぇ おうくいに 
• 500 ゅ はぉかけお
• 500 ゅ ぇえゃに
• しけかぬ う しこっちうう こけ ゃおせしせ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╁ おけすかっ くぇ さぇしおぇかひくくけき あうさっ こぇししっさけゃぇすぬ おけかぬちぇ さっこつぇすけゅけ かせおぇ, せぉぇゃうすぬ けゅけくぬ う こけ-

ゃっさた かせおぇ こけかけあうすぬ きけさおけゃぬ, くぇてうくおけゃぇくくせの しけかけきおけえ, いぇすっき しかけはきう せかけあうすぬ こけきうょけさに, 
くぇさっいぇくくにっ おさせあけつおぇきう, おぇさすけそっかぬ, しかぇょおうえ こっさっち. ‶けしにこぇすぬ しけかぬの, いっかっくぬの おうくいに う 
せおさけこぇ. ]かっょせのとうえ しかけえ – ょけかぬおう ぇえゃに う おうしかにた はぉかけお. ╆ぇかうすぬ しけょっさあうきけっ おけすかぇ くぇこけ-
かけゃうくせ ゃけょけえ, こかけすくけ くぇおさにすぬ おさにておけえ う ゃぇさうすぬ くぇ しかぇぉけき けゅくっ ゃ すっつっくうっ 1,5-2 つぇしけゃ, くっ 
けすおさにゃぇは おさにておう. ╂けすけゃけっ ぉかのょけ こけょぇひすしは くぇ しすけか ゃ すぇさっかおぇた ゃきっしすっ し しけせしけき.

ÊÓÊÓÐÓÇÍÛÅ ÎËÀÄÜÈ
╇くゅさっょうっくすに: 
• おせおせさせいぇ おけくしっさゃうさけゃぇくくぇは 

– 1 ぉぇくおぇ
• はえちけ – 1 てす.
• きせおぇ – 100-150 ゅ
• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ ょかは けぉ-

あぇさおう

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╇い おけくしっさゃうさけゃぇくくけえ おせおせさせいに 

しかうすぬ ゃけょせ. ╁にしにこぇすぬ おせおせさせいせ ゃ 
きうしおせ, ょけぉぇゃうすぬ はえちけ う きせおせ, たけ-
さけてけ こっさっきってぇすぬ. ′ぇ しおけゃけさけょっ 
さぇしおぇかうすぬ さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ. 
╁にかけあうすぬ しすけかけゃけえ かけあおけえ すっしすけ 
くぇ しおけゃけさけょせ. ¨ぉあぇさうすぬ けかぇょぬう 
くぇ しうかぬくけき けゅくっ し ょゃせた しすけさけく.

ÏÈÐÎÃ Ñ ÏÅÐÑÈÊÀÌÈ
╇くゅさっょうっくすに: 
╃かは  すっしすぇ:
• きせおぇ – 1 しすぇおぇく
• しぇたぇさ – 1 しすぇおぇく
• はえちけ – 4 てす.
• さぇいさにたかうすっかぬ – 1 つぇえくぇは かけあおぇ
• ゃぇくうかぬくにえ しぇたぇさ – 1 つぇえくぇは かけあおぇ
╃かは おさっきぇ:
• はえちけ – 1 てす.
• しぇたぇさ – 0,5 しすぇおぇくぇ
• きけかけおけ – 1 しすぇおぇく
• きせおぇ – 3 しすけかけゃにっ かけあおう
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 50 ゅ
• ゃぇくうかぬくにえ しぇたぇさ – 1 つぇえくぇは かけあおぇ
╃かは せおさぇてっくうは ゃっさたぇ こうさけゅぇ:
• こっさしうおう おけくしっさゃうさけゃぇくくにっ – 1 ぉぇくおぇ
• いぇかうゃおぇ ょかは すけさすぇ – 1 こぇおっす

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]くぇつぇかぇ くせあくけ しょっかぇすぬ おけさあう.  ぅえちぇ さぇし-

すっさっすぬ し しぇたぇさけき ょけぉっかぇ. ╃けぉぇゃうすぬ きせおせ, さぇいさにたかうすっかぬ う ゃぇくうかぬくにえ しぇたぇさ, ゃしひ たけさけてけ 
こっさっきってぇすぬ. 《けさきせ ょかは ゃにこっつおう しきぇいぇすぬ きぇしかけき うかう きぇさゅぇさうくけき, ゃにかうすぬ ゃ そけさきせ すっしすけ, 
こけしすぇゃうすぬ ゃ ょせたけゃおせ う ゃにこっおぇすぬ こさう 200 ゅさぇょせしぇた ょけ ゅけすけゃくけしすう. ╂けすけゃにえ おけさあ けしすせょうすぬ.

╃かは おさっきぇ きけかけおけ さぇいけゅさっすぬ ゃ きぇかっくぬおけえ おぇしすさのかぬおっ. ぅえちぇ ゃいぉうすぬ し しぇたぇさけき う きせおけえ 
う ゃゃっしすう ゃ きけかけおけ, ょけぉぇゃうすぬ ゃぇくうかぬくにえ しぇたぇさ. ╃けゃっしすう しきっしぬ ょけ おうこっくうは, こけきってうゃぇは, う 
しさぇいせ ゃにおかのつうすぬ. ╃けぉぇゃうすぬ しかうゃけつくけっ きぇしかけ, たけさけてけ こっさっきってぇすぬ おさっき う けしすせょうすぬ.

╉けさあ さぇいさっいぇすぬ こけこけかぇき, ゃょけかぬ. ′ぇ けょくせ こけかけゃうくせ おけさあぇ くぇくっしすう ゃっしぬ おさっき, くぇおさにすぬ 
ゃすけさけえ こけかけゃうくけえ. ╇い おけくしっさゃうさけゃぇくくにた こっさしうおけゃ しかうすぬ しうさけこ.

‶っさしうおう さぇいかけあうすぬ こけ ゃっさたせ こうさけゅぇ. ‶さけはゃうすっ そぇくすぇいうの, こっさしうおう きけあくけ そうゅせさくけ くぇ-
さっいぇすぬ, ょけぉぇゃうすぬ ょかは せおさぇてっくうは はゅけょに. ‶さうゅけすけゃうすぬ いぇかうゃおせ ょかは すけさすぇ こけ うくしすさせおちうう くぇ 
こぇおっすっ. ╃かは こさうゅけすけゃかっくうは いぇかうゃおう うしこけかぬいせえすっ ゃきっしすけ ゃけょに (すぇお せおぇいぇくけ ゃ うくしすさせおちうう お 
いぇかうゃおっ) しうさけこ うい-こけょ こっさしうおけゃ. ╆ぇかうすぬ いぇかうゃおけえ こっさしうおう. 

‶けしすぇゃうすぬ こうさけゅ ゃ たけかけょうかぬくうお ょけ いぇしすにゃぇくうは いぇかうゃおう.

ÊÓÐÈÖÀ Ñ ÀÏÅËÜÑÈÍÀÌÈ

╇くゅさっょうっくすに: 
• おせさうちぇ – 1,5-2 おゅ

• ぇこっかぬしうくに – 2-3 てす.
• しけかぬ, こっさっち

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
〈せておせ おせさうちに こさけきにすぬ, さぇいさっいぇすぬ ゃょけかぬ ゅさせょおう, けすぉうすぬ. ╉せさうちせ こけしけかうすぬ, こけこっさつうすぬ.
┿こっかぬしうくに けつうしすうすぬ けす おけあうちに, こけさっいぇすぬ おさせあけつおぇきう. ┿おおせさぇすくけ こさうこけょくうきぇは おけあせ おせさうちに, 

いぇしせくせすぬ こけょ くっひ おさせあけつおう ぇこっかぬしうくけゃ. ╉せさうちせ ゃにかけあうすぬ くぇ こさけすうゃっくぬ, こけかうすぬ しゃっさたせ さぇしすうすっかぬ-
くにき きぇしかけき. ╆ぇこっおぇすぬ おせさうちせ ゃ ょせたけゃおっ ょけ ゅけすけゃくけしすう, こけかうゃぇは ゃにょっかうゃてうきしは こさう あぇさおっ しけおけき.
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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
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╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651
 8-904-38-38-387
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╉〉‶╄-‶[¨╄╉〈
- 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

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゐÜëö 5 ö

どñ¿. 8-912-627-46-17 [╄
╉╊

┿╋
┿

〈] «《かぇゅきぇく»
‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ′┿ [┿╀¨〈〉

{ しかっしぇさは
{ しぇくすったくうおぇ
{ こかけすくうおぇ

けこにす さぇぉけすに, 
くぇかうつうっ ゃけょ. せょけしすけゃっさっくうは 

こさうゃっすしすゃせっすしは.
¨そうち. すさせょけせしすさけえしすゃけ, 

しけち. こぇおっす, かぬゅけすくけっ こうすぇくうっ.

¨ぉさぇとぇすぬしは こけ ぇょさっしせ:
せか. ╊っくうくぇ, 2ぉ 
(けすょっか おぇょさけゃ)

8-912-60-58-315 [╄
╉╊

┿╋
┿

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

Ìû 

îòêðûëèñü!

｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû
｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196

づぎとずんぜん

╃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¿ñ-äëÜÑí¢ñ 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¿ÜÇ 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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[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681
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brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35

Àäðåñ: ï. Øèëîâêà, òåë. 4-50-23, 8-908-900-77-25

[╄
╉╊

┿╋
┿

づぎとずんぜん



〈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
[╄╉╊┿╋┿

Компания-производитель корпусной мебели из ЛДСП 
в Екатеринбурге, в связи с расширением производства 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СПЕЦИАЛИСТОВ:

．  специалист на кромкооблицовочный станок 

．  специалист на обрабатывающий центр (Rover 20) 

．  специалист на мембранно-вакуумный пресс

． кладовщик-комплектовщик со знанием ПК. 

(знание программы «1С» как преимущество)

[ぇししきぇすさうゃぇっき おぇくょうょぇすけゃ すけかぬおけ し けこにすけき さぇぉけすに 
ゃ きっぉっかぬくけき こさけういゃけょしすゃっ けす 3-た かっす.

¨ぉさぇとぇすぬしは こけ すっか./ そぇおし (495) 665-58-81, 
きけぉ. すっか. 8-905-79-39-891 [╄╉╊┿╋┿

3 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-3510

¨¨¨ «〉さぇか-しけす»
すさっぉせっすしは 

ぁ╉¨╊¨╂
けこにす さぇぉけすに くっ けぉはいぇすっかっく

4-01-60
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ぢëóÇ¿íüíñ½ ¡ Öí½ Öí ï¡¿íÑ! 
づíïüóëñÖóñ üöíöí!

とÜÖöëÜ¿ñë▲-äëÜ¡¿ñúàó¡ó
どñä¿▲ú ï¡¿íÑ! ゐñ£ äñëñÖÜïí ÇëÜ£Üç! 

(Üä▲ö ëíßÜö▲: ï¡¿íÑ, ½íÇí£óÖ)

だäñëíöÜë ぢと
(Üä▲ö ëíßÜö▲, «1で» 7.7)

ゑÜÑóöñ¿á äÜÇëÜ£ôó¡í 
(Üä▲ö ëíßÜö▲ Öí ¿0ßÜ½ ~¿ñ¡öëÜäÜÇëÜ£ôó¡ñ)

ゑÜÑóöñ¿á ëóôöëí¡í
(Üä▲ö ëíßÜö▲ Öí ¿0ßÜ½ ~¿ñ¡öëÜäÜÇëÜ£ôó¡ñ)

ばäí¡Üçàóî▲
(Öí äÜïöÜ　ÖÖÜú ÜïÖÜçñ, ï ëñí¿áÖÜú äñëïäñ¡öóçÜú äÜç▲üñÖó　)

ばï¿Üçó　:
げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí: Ü¡¿íÑ + äëñ½ó　 ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ. 
ゑ▲ïÜ¡óú ïÜçÜ¡ÜäÖ▲ú ÑÜêÜÑ. 
ゑïñ äñëñëíßÜö¡ó Üä¿íôóçí0öï　. 
ゐñïä¿íöÖÜñ äóöíÖóñ (ÇÜë　ôóú ÜßñÑ)!
ゐñïä¿íöÖí　 ÑÜïöíç¡í (öÜÑí ó ÜßëíöÖÜ): Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, 
Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú.
ゎëíâó¡ ëíßÜö▲: 2 ï½ñÖ▲ ç  ÑñÖá (ï 9.00 — 20.00) + 2 ï½ñÖ▲ ç 
ÖÜôá (ï 21.00 — 8.00), 2 ç▲êÜÑÖ▲ê + çÜï¡ëñïñÖáñ çïñÇÑí ç▲êÜÑÖÜú 
ÑñÖá.
だâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ, ïÜî. äí¡ñö äÜ どと づぱ.

ぜñïöÜ ëíßÜö▲: ä. でíÑÜç▲ú, で¡¿íÑï¡Üú ¡Ü½ä¿ñ¡ï «ずÜÇÜäíë¡» 

とんと ぢづだぎびんどぽ と ぞんぜ: Öí íçö. ヽ56 Üö Üïö. «ぜñöëÜ ばëí¿½íü» ÑÜ 
Üïö. «とóëäóôÖ▲ú £íçÜÑ», Öíúöó — «だぢどどぎびぜんづとぎど».

どñ¿ñâÜÖ▲: 8 (343) 383-10-75 (ÑÜß. 526), 8-982-62-37-390 

ぎ¡íöñëóÖí ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçÖí

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぜñöí¿¿ÜëÇóôñï¡Üñ äëñÑäëó　öóñ         
 だだだ «でぎんず ó と»

äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ
ぜñÖñÑ¢ñëí äÜ ¡íôñïöçÜ

· Üßëí£ÜçíÖóñ ç▲ïüññ
· Üä▲ö ëíßÜö▲ Öñ ½ñÖññ 1 ÇÜÑí ç ¡íôñïöçñ ïäñîóí¿óïöí 

ï¿Ü¢ß▲ ¡íôñïöçí
げíÑíôó: 
• づí£ëíßÜö¡í ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç, çÖñÑëñÖóñ ó íÜÑóö でぜと 9001
げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 25 000 ëÜß¿ñú
ぢÜ¿Ö▲ú ïÜîóí¿áÖ▲ú äí¡ñö
づíßÜöí ç äÜïñ¿¡ñ ぜÜÖñöÖ▲ú

づñ£0½ñ äëóï▲¿íöá äÜ íÑëñïÜ: sealik_oup@mail.ru

(34369) 3-40-88, 3-40-89, 8-908-63-00-464
ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, Ü¿. ぜí¡ïó½í ゎÜëá¡ÜÇÜ, 1

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぜñöí¿¿ÜëÇóôñï¡Üñ äëñÑäëó　öóñ         
 だだだ «でぎんず ó と»

äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ
ゐÜêÇí¿öñëí äÜ ½íöñëóí¿í½

· Üßëí£ÜçíÖóñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜñ
· Üä▲ö ëíßÜö▲

づíßÜöí ç äÜïñ¿¡ñ ぜÜÖñöÖ▲ú
づñ£0½ñ äëóï▲¿íöá äÜ íÑëñïÜ: sealik_oup@mail.ru

(34369) 3-40-88, 3-40-89, 8-908-63-00-464
ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, Ü¿. ぜí¡ïó½í ゎÜëá¡ÜÇÜ, 1

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀っさっいけゃしおうえ いぇゃけょ きぇてうくけしすさけうすっかぬくにた おけくしすさせおちうえ 
«╀っさきぇて» 

こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ:
┑┍┉〞┏┞-┏〞┐┑┍┖┌┇┉〞 4-5 ┏〞┆┏┞┃〞, 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは (けす 20 000 させぉ.)
┑┍┉〞┏┞-┏〞┐┑┍┖┌┇┉〞 4-6 ┏〞┆┏┞┃〞 ┌〞 ┉┍┍┏┃┇┌〞┑┌┍-┏〞┐┑┍┖┌┍┈ 

┐┑〞┌┍┉, けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは (けす 20 000 させぉ.)
┑┍┉〞┏┄┈-┉〞┏┒┐┄┊┛┘┇┉┍━ 4-5 ┏〞┆┏┞┃〞, 
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは (けす 20 000 させぉ.)

┑┍┉〞┏┄┈ 3-5 ┏〞┆┏┞┃〞, 
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは (けす 15 000 させぉ.)

┐┊┄┐〞┏┄┈-┐─┍┏┘┇┉┍━ 4-6 ┏〞┆┏┞┃〞 
(けす 17 000 させぉ.)

╀っい ゃさっょくにた こさうゃにつっお.
‶けかくにえ しけちうぇかぬくにえ こぇおっす. ╁にこかぇすぇ いぇさぇぉけすくけえ こかぇすに 

しゃけっゃさっきっくくけ. ╁けいきけあくぇ ょけしすぇゃおぇ ぇゃすけすさぇくしこけさすけき こさっょこさうはすうは.
こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 1ぇ 

(すっささうすけさうは ¨┿¨ «╋けくっすくにえ すさぇおすけさけさっきけくすくにえ いぇゃけょ»)
8 (34369) 3-49-36, 3-41-66, 8-919-36-69-546

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

┋〞┗┇┌┒, 
┎┊┇┑┚, 
━〞┌┌┚, 
┑┏┒─┚
┇ ┑.┃. 

(343) 361-15-10

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

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

1300

14
00

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, êîâàíûå 

èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

8-919-36-40-690 [╄
╉╊

┿╋
┿

╉╊┿╃¨╁】╇╉ 
し けこにすけき さぇぉけすに

い/こ こさう 
しけぉっしっょけゃぇくうう

4-00-23
228-38-47 [╄

╉╊
┿╋

┿

╋っぉっかぬくけえ 
そぇぉさうおっ 

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ [┿╀¨』╇╄:
◊ けぉすはあつうおう
◊ しぉけさとうおう きはゅおけえ 
きっぉっかう
◊ さっいつうちぇ こけさけかけくぇ

5-ょくっゃくぇは さぇぉけつぇは 
くっょっかは, い/こ しょっかぬくぇは

づíßÜöÖó¡í½ ó£ ぎ¡ß. 
äëñÑÜïöíç¿　ñöï　 

ï¿Ü¢ñßÖ▲ú öëíÖïäÜëö äÜ 
½íëüëÜöÜ: とÜ½äëñïïÜëÖ▲ú, 
ずñïÜöñêÖóôñï¡í　 í¡íÑñ½ó　, 

ぐゐご, ゐñëñ£Üçï¡óú

4-00-23, 228-38-47

[╄
╉╊

┿╋
┿

╉けきこぇくうは Zepter くぇぉうさぇっす 
しけすさせょくうおけゃ 

ょかは さぇぉけすに ゃ くけゃけき こさけっおすっ 
こけ こけょゅけすけゃおっ 〈¨‶-きっくっょあっさけゃ. 

〈さっぉけゃぇくうは: 

ゃけいさぇしす けす 20 ょけ 40 かっす 
ぇおすうゃくぇは あういくっくくぇは こけいうちうは 
くぇかうつうっ さっいのきっ けぉはいぇすっかぬくけ 

8-922-22-75-274 さっ
おか

ぇき
ぇ 〈╄》′╇╉┿ 

Üßëí£ÜçíÖóñ ïëñÑÖñöñêÖóôñï¡Üñ, Öíç▲¡ó 
ÜïÜàñïöç¿ñÖó　 ¡ÜÖöëÜ¿　 £í ïóïöñ½í½ó 

¡ÜÖÑóîóÜÖóëÜçíÖó　, ÜöÜä¿ñÖó　, ~ÖñëÇÜïÖíß¢ñÖó　, 
çñÖöó¿　îóó, çÜ£ëíïö – Öñ ïöíëüñ 60 ¿ñö

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゐñëñ£Üçï¡Üñ ÜöÑñ¿ñÖóñ でßñëßíÖ¡í づÜïïóó 
äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ:

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ 4-15-39 
うかう こけ ぇょさっしせ せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 9

〉╀¨[】╇『〉 
ëíßÜöí ç ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ½ Üâóïñ äÜ íÑëñïÜ: 

Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, 
Ü¿. ぷó¿Üçï¡í　, 20í, Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. ぜóëí, 1

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゐñëñ£Üçï¡Üñ ÜöÑñ¿ñÖóñ でßñëßíÖ¡í づÜïïóó 
äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ:

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ 4-15-39 
うかう こけ ぇょさっしせ せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 9

[╄
╉╊

┿╋
┿

╉¨′〈[¨╊╄[┿-╉┿]]╇[┿
Üßëí£ÜçíÖóñ ç▲ïüññ (~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üñ), Üä▲ö ëíßÜö▲ 

¢ñ¿íöñ¿ñÖ, ÜçñëñÖÖ▲ú äÜ¿á£Üçíöñ¿á ぢと

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ 4-15-39 
うかう こけ ぇょさっしせ せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 9

╋に こさっょかぇゅぇっき:
- ょけしすけえくせの う しすぇぉうかぬくせの いぇさぇぉけすくせの こかぇすせ;
- けぉせつっくうっ;
- さぇぉけすせ ゃ こさけそっししうけくぇかぬくけき, きけかけょけき う うくすっさっしくけき 
おけかかっおすうゃっ!

‶さうゅかぇてぇっき のくけてっえ う ょっゃせてっお!

ゐñëñ£Üçï¡Üñ ÜöÑñ¿ñÖóñ でßñëßíÖ¡í づÜïïóó 
äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ:
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‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 22.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]
10.30 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╋¨ぅ ╃┿╊╄╉┿ぅ ╆╁╄╆╃┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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 « 【╉¨╊┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 〈┿╈′｠》 

┿╂╄′〈¨╁»
15.25 «〈╇′-╉╊〉╀»
15.40 «TAT-MUSIC»
15.55, 01.20 〈. ╋╇′′〉╊╊╇′. «[┿╃¨]〈を ╋¨╄╂¨ 

]╄[╃『┿». ]‶╄╉〈┿╉╊を. 2-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[-
]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

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

17.00 «【┿》[╇ぅ[». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
19.00 «‶[ぅ╋┿ぅ ]╁ぅ╆を». «〉╉ «]¨╊╇╃-╋╄′╄╃-

╅╋╄′〈»
20.30 «〈┿〈┿[｠»
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
00.30 «]〈[┿′┿ ╉¨′〈[┿]〈¨╁: ╇]╊┿′╃]╉┿ぅ 

]┿╂┿». ╃/《
02.05 ╆. 》┿╉╇╋. «╃┿╊╄╉┿ぅ ╊ぃ╀╇╋┿ぅ». ]‶╄╉〈┿╉╊を 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.06 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
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 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╃¨╉〈¨[ 〈｠[]┿»
22.20 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.50 》/《 «]｠】╇╉»
02.30 》/《 «╋｠] ]〈[┿》┿»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «[〉]]╉╇╈ 【¨╉¨╊┿╃»
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁╉〉] ╂[┿′┿〈┿»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╋〉╅]╉┿ぅ ╇′-

〈〉╇『╇ぅ»
02.20 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.15 ╃/《 «〈┿╈′┿ ╃╇‶╊¨╋┿〈┿ 

わ1. ┿′╃[╄╈ ╂[¨╋｠╉¨»
04.15 ╂¨[¨╃¨╉
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»  
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13 . 30  〈 /]  «╋╄′〈¨╁]╉╇╄ 

╁¨╈′｠» 
15.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «‶[¨】┿╈, «╋┿-

╉┿[¨╁»!» 
21.30 ╀¨╄╁╇╉ «╆╁╄[¨╀¨╈» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «]╊╄╃¨‶｠〈» 
01.35 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
02.40 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.00 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╃¨[¨╂┿»
12.15, 15.15, 16.40, 18.30 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋｠
14.30 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇», 3 ].
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
17.45 ╆′┿╋╄′╇〈｠╄ ╇′]〈[〉╋╄′-

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

‶ぅ〈′┿
20.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ╃/] «╃╄╊¨ [¨]]╇╇»
22.40 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇», 4 ].
00.40 ╆╁╄╆╃｠ [〉]]╉¨╂¨ ┿╁┿′-

╂┿[╃┿
01.10 ‶[¨╇╆╁╄╃╄′╇ぅ ╃╅. ╁╄[╃╇ 

╇ 《. ‶〉╊╄′╉┿
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.15 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
7.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.15, 21.00 «10 +» 
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
9.20, 20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
10.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
11.00, 14.00, 01.25, 02.50 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 03.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.10 «[╄╈〈╇′╂»
13.40, 01.10, 04.05 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
14.45 ╀¨╉]
16.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
16.55 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿»
17.25 》/《 «╂¨[╄『 2. ̈ ╅╇╁╊╄′╇╄»
19.00 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.20 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
21.20 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
23.00 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - 《╇′-

╊ぅ′╃╇ぅ
01.45 TOP GEAR
03.00 «′┿〉╉┿ 2.0»
04.20 «]〈[┿′┿.RU»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.35 》/《 «′╄‶[╇╃〉╋┿′′┿ぅ 

╇]〈¨[╇ぅ»
10.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.10, 15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.50 》/《 «╋¨╈ ╊┿]╉¨╁｠╈ ╇ 

′╄╅′｠╈ ╋╄′〈»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.25 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.55 〈/] «《¨[╋〉╊┿ ]〈╇》╇╇»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «〈〉╃┿, ╂╃╄ ╅╇╁╄〈 

]』┿]〈を╄»
23.00 «》[¨′╇╉╇ ╋¨]╉¨╁]╉¨-

╂¨ ╀｠〈┿. 』╇]〈¨〈┿ ╇ ╉[┿-
]¨〈┿»

00.30 》/《 «╉[¨╁を ╆┿ ╉[¨╁を»
02.25 》/《 «[┿]]╋╄【╇〈を ╀¨╂┿»
04.15 》/《 «╅┿╅╃┿»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.05 》/《 «]╁┿╃╄╀′｠╈ ‶╄[╄-

‶¨╊¨》»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «′╇╉〈¨ ′╄ ╆′┿╄〈 

‶[¨ ]╄╉]»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «′╇╉〈¨ ′╄ ╆′┿╄〈 ‶[¨ 

]╄╉] - 2»
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 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿ - 2»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
14.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.15 «╋┿]╉╇-【¨〉»
18.15 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
18.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋ 
21 .00  》 /《  «]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 

ぅ]〈[╄╀»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01 .05  》 /《  «]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 

ぅ]〈[╄╀»
03.05 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.55 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
] 10.00 ╃¨ 16.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇-

』╄]╉╇╄ [┿╀¨〈｠
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
21.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 3»
22.00, 04.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[-

[╇〈¨[╇╇»: «′╊¨. 』〉╅╇╄ 
′┿ ╊〉′╄»

23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
00.00 》/《 «‶¨╃╆╄╋╄╊を╄ ╃[┿-

╉¨′¨╁»
02.05 «』╄]〈′¨»: «╀╇〈╁┿ ╃╇╄〈»
03.00 «‶¨╉╄[ ‶¨]╊╄ ‶¨╊〉-

′¨』╇»

6.00 〈/] «╉〉‶╇╃¨′»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «′¨╁¨]〈╇»
10.30 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇]]╇ぅ ′╄╁｠-

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

‶¨╊′╇╋┿ 2»
23.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «┿╋╄[╇╉┿′-

]╉┿ぅ ╋╄』〈┿»
03.05 ╃[┿╋╄╃╇ «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
05.05 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 ぃ[╇╃╇』╄]╉┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ «[╄╆¨′┿′]»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05 〈/] «]╁╄〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
19.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «]╁╄〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇», 4 ]╄[╇ぅ
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 11 ôåâðàëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

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

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

ぅ╆｠╉╄)
07.50  «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»
09.00  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
10.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00, 03.35 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»
11.30  «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╋¨ぅ ╃┿╊╄╉┿ぅ ╆╁╄╆╃┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.45  ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.15  《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 〈┿╈′｠》 

┿╂╄′〈¨╁»
15.40 «〈┿′『〉╄╋ ╇ ‶¨╄╋!»
15.55, 01.35  〈. ╋╇′′〉╊╊╇′. «[┿╃¨]〈を ╋¨╄╂¨ 

]╄[╃『┿» ]‶╄╉〈┿╉╊を. 3-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[-
]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

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

17.00  «【┿》[╇ぅ[». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 
ぅ╆｠╉╄)

19.00 «‶[ぅ╋┿ぅ ]╁ぅ╆を» 
20.30 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を…». (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶¨╃ ′┿╃╆¨[¨╋». 》/《
23.40 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
00.10 «〈╄′を ]〈[┿》┿». 》/《
02.20 ╋. ╋┿╊╇╉¨╁┿. «¨╃╇′ 【┿╂ ╃¨ ╂╄[¨╇╆╋┿». 

]‶╄╉〈┿╉╊を

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
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 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 «╃¨]〈¨ぅ′╇╄ [╄]‶〉╀╊╇-

╉╇: ╂┿[╇╉ ]〉╉┿』╄╁»
23.30 《╇╊を╋ ╂┿[╇╉┿ ]〉╉┿』╄╁┿ 

«╃¨╋ ]¨╊′『┿»
01.20 ╉╄╈〈 ╀╊┿′【╄〈〈 ╁ 《╇╊を╋╄ 

«╄╊╇╆┿╁╄〈┿»
03.40 》/《 «╁]ぃ ′¨』を ′┿-

‶[¨╊╄〈»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «[〉]]╉╇╈ 【¨╉¨╊┿╃»
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

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

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

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁╉〉] ╂[┿′┿〈┿»
22.50 ╃╄╁』┿〈┿
23.45 ぃ╀╇╊╄╈′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

》¨[┿ 〈〉[╄『╉¨╂¨
00.55 》/《 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╂¨╊-

╊╇╁〉╃╄»
03.00 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
04.05 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[

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

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

′¨╄ ╃╄╊¨» 
15.30, 18.30, 20.30 «』[╄╆╁｠』┿╈-

′¨╄ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...» 
20.50 «╂╄′ ╁]╄╁╊┿]〈╇ぅ». ′┿-

〉』′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
22.10 «′〈╁【′╇╉╇» 
23.10 «╋¨]╉╁┿. ¨]╄′を. 41-╈». 

《╇╊を╋ ┿╊╄╉]╄ぅ ‶╇╁¨-
╁┿[¨╁┿ 

00.40 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃» 
01.25 》/《 «¨╈, ╋┿╋¨』╉╇» 
03.25 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.25 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»

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

‶[ぅ╋¨╈»
12.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
14.00 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.30 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇», 4 

]╄[╇ぅ
15.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.45 ╀╇╊╄〈 ╁ ╀¨╊を【¨╈
18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.50 ]╋╄》¨′¨]〈┿╊を╂╇ぅ
20.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.30 〈/] «′╇╉¨╊ぅ ╊╄ 《╊¨╉»
22.10 ╁╄』╄[ ┿╊╊｠ ╃╄╋╇╃¨╁¨╈
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╆╁╄╆╃｠ [〉]]╉¨╂¨ ┿╁┿′-

╂┿[╃┿
01.10 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.25, 00.50 TOP GEAR
6.30 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
7.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.20, 21.00 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【! 
9.20 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
9.45 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ╋╄╊を′╇『┿
10.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
11.00, 13.40, 18.45, 00.30, 03.05 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 03.15, 04.50 ╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿
12.50 «′┿〉╉┿ 2.0» 
13.20, 00.00, 04.20 ╁╄]〈╇.RU
13.55 ╂¨[′¨╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
15.15 》/《 «╁¨╆╃〉【′｠╈ ̈ 》¨〈′╇╉»
17.05 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.55 ╂¨[′¨╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
19.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
19.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
20.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.15 «10 +» 
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.45 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
21.20 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
23.00 ╊〉』【╇╄ ╀¨╇ 《╄╃¨[┿ 

╄╋╄╊をぅ′╄′╉¨
01.55 ╀¨╉]

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «〈[╇ ╃′ぅ ′┿ [┿╆╋｠【-

╊╄′╇╄»
11.10, 15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.50 》/《 «╋¨╈ ╊┿]╉¨╁｠╈ ╇ 

′╄╅′｠╈ ╋╄′〈»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.25 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.55 〈/] «《¨[╋〉╊┿ ]〈╇》╇╇»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.50 ]¨╀｠〈╇ぅ
2 1 . 0 0  « ╃ ¨ ╀ [ ｠ ╈  ╁ ╄ 』 ╄ [ , 

╋¨]╉╁┿!»
22.45 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
00.25 》/《 «[┿]]╄ぅ′′｠╈»
02.00 》/《 «′╄ ‶[╇╁｠╉┿╈〈╄ 

╉ 』〉╃╄]┿╋»
03.30 》/《 «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′｠╈ 

‶[╄]〈〉‶′╇╉»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «╃┿╅╄ ′╄ ╃〉╋┿╈!»
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 «ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 

[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 «COMEDY ╀┿〈〈╊. 〈〉[′╇[»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «╉ 』╄[〈〉 ╊ぃ╀¨╁を!»
04.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «′╄¨〈╊¨╅╉┿ - 2»
12.00 〈/] «┿╁〈¨′¨╋╉┿»
13.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
14.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]».
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.15 «╋┿]╉╇-【¨〉»
18.15 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
18.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋ 
21.00 》/《 «┿╀¨[╇╂╄′»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 «』〉╅┿╉╇». 〈[╇╊╊╄[
03.05 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.55 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

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, 16.00, 23.00 «ぁ╉]〈[╄′-

′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «‶¨╃╆╄╋╄╊を╄ ╃[┿-

╉¨′¨╁»
17.00 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
21.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 3»
22.00 «〈┿╈′｠ ╋╇[┿»
23.30 «╀〉′╉╄[ NEWS»
00.30 «╉〈¨ ╆╃╄]を ╆╁╄╆╃┿?»
01.00 》/《 «〈╄╉╇╊┿ ╀〉╋»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «4400»

6.00 〈/] «╉〉‶╇╃¨′»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «′¨╁¨]〈╇»
10.30 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇]]╇ぅ ′╄╁｠-

‶¨╊′╇╋┿ 2»
12.25 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇]]╇ぅ ′╄╁｠-

‶¨╊′╇╋┿ 3»
23.30 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
00.15 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
00.45 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ╃[┿╋┿ 

«╂¨╊!»
02.55 ╃[┿╋╄╃╇ «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
04.55 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
16.05 〈/] «]╁╄〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
18.45, 23.15, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. 

╉〉╊を〈〉[┿»
19.10 ╃/《 «]¨╀┿』╇╈ ╀╇╆′╄]»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
22.45 «′¨╁¨]〈╇ 〉╂╋╉»
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〈《╇╊を╋｠
09.20 《╇╊を╋ – ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿»
11.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.00 «┿╃｠╋′┿[»
12.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
13.00 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
13.30  [. 》┿[╇]. «『╄╊〉ぃ ╂╊┿╆┿ 〈╁¨╇…» ]‶╄╉〈┿╉╊を 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00  ╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨.» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00 «╀┿╉╇[¨╁¨ – ╇]〈¨』′╇╉ ╆╃¨[¨╁をぅ»
17.05  «╉╁′-2011»
18.05  ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.30 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《
19.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
19.30  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

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

5.20 》/《 «╋¨]╉╁┿ - ╂╄′〉ぅ»
7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «]╋┿╉»
10.50 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
12.20 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
13.20 «╋¨ぅ [¨╃¨]╊¨╁′┿ぅ. 

╁┿╊╄[╇ぅ»
14.10 ╉╇′¨》╇〈 70-》. «‶¨]╁ぅ-

】┿╄〈]ぅ ]〈╄╊╊╄»
15.50 [¨]]╇ぅ ̈ 〈 ╉[┿ぅ ╃¨ ╉[┿ぅ. 

«┿[╉〈╇╉┿»
16.40 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊-

╊╇¨′╄[¨╋?»
17.50 》/《 «╀╄╊┿ぅ ′¨』を, ′╄╅-

′┿ぅ ′¨』を»
19.50 «╋╇′〉〈┿ ]╊┿╁｠»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.15 «╋╇′〉〈┿ ]╊┿╁｠»
21.50 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]》╇╊〈¨′»
22.30 «╃╄〈╄╉〈¨[ ╊╅╇»
23.30 》/《 «╁¨¨╀[┿╅┿[╇〉╋ 

╃¨╉〈¨[┿ ‶┿[′┿]┿»
01.40 》/《 «′┿ ╉[┿ぃ [┿ぅ»
04.00 〈/] «╅╇╆′を ′┿ ╋┿[]╄»

5.00 》/《 «╋¨╊¨╃┿ぅ ╅╄′┿»
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 〈/] «]〉╃を╀｠ ╆┿╂┿╃¨』′¨╄ 

╆┿╁〈[┿»
14.30 〈/] «]〉╃を╀｠ ╆┿╂┿╃¨』′¨╄ 

╆┿╁〈[┿»
16.10 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
18.10 【¨〉 «╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇-

¨′¨╁»
19.10 》/《 «′┿]╊╄╃′╇『┿»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 》/《 «′┿]╊╄╃′╇『┿»
23.45 》/《 «╋┿╊┿》¨╊を′┿ぅ»
01.45 》/《 «[┿]‶╊┿〈┿»
03.50 》/《 «╁╄′¨╉ ╇╆ [¨╋┿【╄╉»

5.10 〈/] «╋╄]〈¨ ‶¨╃ ]¨╊′『╄╋» 
7.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋ 
7.25 «]╋¨〈[» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』» 
8.50 «╇》 ′[┿╁｠» 
9.25 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!» 
10.20 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
10.55 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉ 
12.00 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
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 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂» 
00.15 》/《 «¨〈 ╆┿╉┿〈┿ ╃¨ [┿]-

]╁╄〈┿» 
02.20 «′┿╉┿╆┿′╇╄» 
03.25 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╃╁〉》 ╇〈┿-

╊をぅ′『╄╁ ╁ [¨]]╇╇ 
04.30 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
1 0 . 4 0  》 / 《  « ╁ ¨  ╁ ╊ ┿ ] 〈 ╇ 

╆¨╊¨〈┿»
12.15 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.45 》/《 «╀¨╈]ぅ, ╁[┿╂, ╃╄╁ぅ-

〈¨╂¨ ]｠′┿...»
13.55 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿ 
14.25 ̈ 』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨ぅ〈′¨╄
14.50 ╃/《 «╂╊ぅ╅〉 ╁ ¨╆╄[┿ 

]╇′╇╄»
15.25 ]‶╄╉〈┿╉╊╇ «╀┿╊┿╊┿╈-

╉╇′ ╇ ╉¨»
17.30 ╃/《 «╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╀╄╊｠╋ 

¨╊╄′╄╋»
18.20 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
19.05 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
19.50 ╃/《 «╋┿[╉ ╀╄[′╄]: ぅ 

[┿]]╉┿╅〉 ╁┿╋ ‶╄]′ぃ»
20.30 》/《 «╇]〈[╄╀╇〈╄╊╇»
22.05 ╃/《 «╀〉》〈┿»
00.15 》/《 «‶¨]╊╄╃]〈╁╇ぅ 

╊ぃ╀╁╇»
01.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
02.25 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋

5.25 TOP GEAR 
6.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
8.45 «[｠╀┿╊╉┿»
9.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄-

]〈╁┿
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
10.20 «10 +» 
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.05 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》» 
11.35, 14.10, 01.10, 03.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.55 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
12.25 》/《 «╂¨[╄『 2. ̈ ╅╇╁╊╄′╇╄»
14.25 «〈┿╋, ╂╃╄ ′┿] ′╄〈. [〉]-

]╉╇╈ ┿╁〈¨╃╇╆┿╈′»
14.55 ╂¨[′¨╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
16.20 ╊〉』【╇╄ ╀¨╇ 《╄╃¨[┿ 

╄╋╄╊をぅ′╄′╉¨
17.05 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
17.35 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
18.05 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
18.35 ╋╄╊を′╇『┿
19.05 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
19.55 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - 【╁╄『╇ぅ
22.15 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
23.05 《〉〈╀¨╊. «╋┿′』╄]〈╄[ ぃ′┿╈-

〈╄╃» - «╋┿′』╄]〈╄[ ]╇〈╇»
01.30 》¨╉╉╄╈. ╋》╊. «╆┿‶┿╃» - 

«╁¨]〈¨╉»
03.50 ╉¨′を╉¨╀╄╅′｠╈ ]‶¨[〈

5.30 》/《 «〈〉╃┿, ╂╃╄ ╅╇╁╄〈 
]』┿]〈を╄»

7.30 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
8.05 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.30 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇-

╉╊¨‶╄╃╇ぅ»
9.00 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.40 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
10.10 》/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╅┱╊-

〈¨╂¨ 』╄╋¨╃┿′』╇╉┿»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.50 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄»
12.35 『╄[╄╋¨′╇ぅ ╁[〉』╄′╇ぅ 

‶[╄╋╇╇ ┿[〈╄╋┿ ╀¨[¨╁╇╉┿
13.50 》/《 «╂¨[╀〉′»
15.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.30, 00.20 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.55 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.05 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.05 》/《 «╅╄′]╉╇╄ ]╊┱╆｠»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «╂[┿《 ╋¨′〈╄′╄╂[¨»
00.40 》/《 «′╇╉╇〈┿»
02.50 》/《 «〈[╇ ╃′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 》/《 «╃╄〈╇ 【‶╇¨′¨╁»
18.50 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
20.00 》/《 «╃╄〈╇ 【‶╇¨′¨╁ - 2: 

¨]〈[¨╁ ′╄]╀｠╁【╇》]ぅ 
′┿╃╄╅╃»

22.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》〉 ╇╆ 》〉
01.00 》/《 «╅┿╃′¨]〈を»
02.45 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
03.15 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.15 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.15 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.25 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.50 ′¨╁¨]〈╇
6.20 «]〈╄′╃»
6.35 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
6.50 ′¨╁¨]〈╇
7.20 «╉┿╉ ╆┿╁¨╄╁┿〈を ‶[╇′『╄]-

]〉». ]╉┿╆╉┿
8.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.45 〈/] «〈╄′╇ ╇]』╄╆┿ぃ〈 ╁ 

‶¨╊╃╄′を». 1-7 ]╄[╇╇
20.00 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈» 
20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉╇╈ ╀¨╄-

╁╇╉ «]┿》┿[┿»
23.20 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
23.50 «╀¨╉]. ╃╋╇〈[╇╈ ‶╇[¨╂ ╇ 

┿]╊┿′╀╄╉ ╉┿╃╆¨╄╁. ╀¨╈ 
2008 ╂¨╃┿»

00.10, 04.30 ╅┿╋╋╄╊を ╃╄╀〉╆ ╇ 
[╇ [┿]╋〉]]╄′ ╁ ╉¨╋╄╃╇╇ 
╊ぃ╉┿ ╀╄]]¨′┿ «┿′╂╄╊-┿»

01.50 ′┿〈┿╊をぅ ╀¨′╃┿[』〉╉ ╇ 
╃¨′┿〈┿] ╀┿′╇¨′╇] ╁ 
╃[┿╋╄ «]¨╊ぅ[╇]». 1 ╇ 
2 ]╄[╇╇

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╀┿ 』╄╊¨╁╄╉┿»: 

«╆╇╂╆┿╂╇ ╊ぃ╀╁╇»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 》/《 «╁ ¨]┿╃╄»
22.00 》/《 «]╄╂¨╃′ぅ 〈｠ 〉╋-

[╄【を»
23.50 «]〈╇╁╄′ ]╇╂┿╊: 』╄╊¨╁╄╉ 

╆┿╉¨′┿»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]-

╊｠》»: «╉┿╉ ]¨╀╊┿╆′╇〈を 
]¨]╄╃╉〉»

03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «4400»

6.00 〈/] «]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
7.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.30 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
11.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
12.30 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇]]╇ぅ ′╄╁｠-

‶¨╊′╇╋┿ 3»
15.00 ╋/] «[〉]┿╊¨』╉┿»
15.30 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
17.00 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-

╋╄′╄╈» ╃╄′を ]╋╄【′¨╂¨ 
╁┿╊╄′〈╇′┿

18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
21.00 ╃[┿╋┿ «╂¨]‶¨╅┿ ╂¨[-

′╇』′┿ぅ»
23.00 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-

╋╄′╄╈» ╂¨[╇ ¨′¨ ╁]╄... 
╉¨′╄╋!

00.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «911. ╋┿╊を』╇-
╉╇ ‶¨ ╁｠╆¨╁〉»

02.00 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-
╉┿〈╄╊╄»

02.50 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-
]┿′〈｠»

04.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «DE FACTO»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.40 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
7.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
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, 03.05 》/《 «╃╅╄′〈╊を╋╄′｠ ‶[╄╃‶¨』╇〈┿ぃ〈 

╀╊¨′╃╇′¨╉»
15.00, 04.45 ╃/《 «]¨╀┿』╇╈ ╀╇╆′╄]»
16.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
16.20 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
16.30 «╉┿╋╄[〈¨′»
17.05 》/《 «╁╃¨╁｠»
19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╊╄╂╇¨′»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.40 》/《 «╃╁╄ ′¨』╇ ] ╉╊╄¨‶┿〈[¨╈»
02.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

Âîñêðåñåíüå, 13 ôåâðàëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
06.30 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

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

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

ぅ╆｠╉╄)
11.00 «╀┿]╉╄〈-〈╁»
11.30 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
12.00 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
12.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00  ╉¨′『╄[〈
13.30 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30 «╂╄′╄[┿╊を′┿ぅ [╄‶╄〈╇『╇ぅ». ╉¨′『╄[〈
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 ′┿╁]〈[╄』〉 «〉′╇╁╄[]╇┿╃╄ – 2013». ╉〉╀¨╉ 

[╄╉〈¨[┿ ╉╂〈〉 (╉┿╇) ‶¨ ]〈[╇〈╀¨╊〉
16.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.30 «′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╋╇[｠». ╃/《
18.30, 21.30 «7 ╃′╄╈» 
19.30 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇»
20.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
20.45 «〉╊｠╀′╇]を!»
21.00 «╀┿〈｠[｠». ‶[¨╂[┿╋╋┿ ¨ ]‶¨[〈╄
21.20 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
23.00 «╇╃╄┿╊を′┿ぅ ╅╄′┿». 》/《
00.40 «]╊╄‶¨〈┿». 》/《
02.40 «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»

5.50 》/《 «ぁ[┿╂¨′»
6.00, 10.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 》/《 «ぁ[┿╂¨′». ‶[¨╃¨╊-

╅╄′╇╄
7.50 «┿[╋╄╈]╉╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.15 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇»
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.30 «《┿╆╄′╃┿»
12.15 «╉╁′. 50 ╁╇[〈〉┿╊を-

′｠》 ╇╂[»
13.10 «┿‶¨]〈¨╊». ╋′¨╂¨]╄-

[╇╈′｠╈ 《╇╊を╋
16.50  ╉  ぃ╀╇╊╄ぃ ╊╄╂╄′-

╃｠. «┿′′┿ ╂╄[╋┿′. ぁ》¨ 
╊ぃ╀╁╇»

19.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «V 『╄′〈〉[╇ぅ. ╁ 
‶¨╇]╉┿》 ╆┿』┿[¨╁┿′′｠》 
]¨╉[¨╁╇】»

21.00 ╁¨]╉[╄]′¨╄ «╁[╄╋ぅ»
22.00 «╉┿╉╇╄ ′┿【╇ ╂¨╃｠! 

1962»
23.30 «‶¨╆′╄[»
00.40 》/《 «╁┿╁╇╊¨′ ′┿【╄╈ 

ぁ[｠»
02.30 》/《 «《¨〈¨╂[┿《»
04.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.35 》/《 «╇]‶｠〈┿〈╄╊を′｠╈ 
][¨╉»

7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
8.50 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
9.30 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 〈/] «]〉╃を╀｠ ╆┿╂┿╃¨』′¨╄ 

╆┿╁〈[┿»
14.00 ╁╄]〈╇
14.20 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.30 〈/] «]〉╃を╀｠ ╆┿╂┿╃¨』′¨╄ 

╆┿╁〈[┿»
15.10 ]╋╄ぅ〈を]ぅ [┿╆[╄【┿╄〈]ぅ
17.10 〈┿′『｠ ]¨ ╆╁╄╆╃┿╋╇
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «¨╀╄〈 ╋¨╊』┿′╇ぅ»
23.00 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.00 ╃╁┿ ╁╄]┱╊｠》 ╂〉]ぅ
00.30 》/《 «『╄′〈〉[╇¨′»
02.30 》/《 «]｠′¨╁をぅ»

5.25 〈/] «╋╄]〈¨ ‶¨╃ ]¨╊′『╄╋» 
7.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠ 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨» 
8.45 «╇》 ′[┿╁｠» 
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!» 
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿» 
11.00 «╃╄╊¨ 〈╄╋′¨╄» 
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 》/《 «╀¨╋╅╇》┿» 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 «[┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇» 
17.20 «╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!» 
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄. ¨╀╆¨[»  
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ. ╇〈¨╂╇» 
20.00 «』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄» 
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄» 
21.55 》/《 «》¨╆ぅ╇′» 
23.55 «′╄[╄┿╊を′┿ぅ ‶¨╊╇〈╇╉┿» 
00.25 «┿╁╇┿〈¨[｠» 
01.00 》/《 «╃ぃ‶╊╄╉]» 
02.45 «′┿╉┿╆┿′╇╄. [〉]]╉┿ぅ 

〈ぃ[を╋┿ ╁』╄[┿ ╇ ]╄╂¨╃′ぅ» 
04.00 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «‶[¨】┿′╇╄ ] ‶╄〈╄[-

╀〉[╂¨╋»
12.15 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ 

╉╇′¨
12.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.10 ╃/] «╃╇╉┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
15.00 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
15.45 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
16.15 》/《 «╃╇[╄╉〈¨[»
18.45 【╄╃╄╁[｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ 

╋〉╆｠╉┿╊を′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿
21.00 ╃/《 «]¨╊ぅ′｠╄ ╉¨‶╇ 

╁╄╊╇』╉╇»
21.15 ╁╇〈┿╊╇╈ ╁〉╊を《. 20 ╊╄〈 

]‶〉]〈ぅ
22.00 ╉¨′〈╄╉]〈
22.40 》/《 «《[┿′『〉╆]╉╇╈ 

╉┿′╉┿′»
00.40 ╃╅╄╋-5
01.55 ╃/] «╃╇╉┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
02.45 ╃/《 «╇╄[¨′╇╋ ╀¨]》»

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.45 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
8.00, 23.25 ╋-1. ]╋╄【┿′′｠╄ 

╄╃╇′¨╀¨[]〈╁┿ 
10.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
11.00 ╋╄╊を′╇『┿
11.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
12.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
12.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
13.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
13.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
14.00, 23.05, 02.45 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.10 «‶╄[╁┿ぅ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ 

╊¨〈╄[╄ぅ»
14.15 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈» 
15.10 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
15.45 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - 』╄》╇ぅ
18.15 «┿╊╄╉]┿′╃[ ╆〉╀╉¨╁. 

[〉]]╉╇╄ ╂¨[╉╇»
19.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
19.30 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
19.50 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠ 
20.50 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
21.20 《╇′┿′]╇]〈
21.50 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
22.05 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
01.55 《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿
02.55 ╉¨′を╉¨╀╄╅′｠╈ ]‶¨[〈

6.05 》/《 «╅╄′]╉╇╄ ]╊╄╆｠»
7.55 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.25 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
9.00 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.45 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄»
10.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30, 00.10 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ ]╄╋をぅ»
13.50 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ 

′┿ ╃¨╋»
14.20 ]╄[╂╄╈ ╊┿╆┿[╄╁ ╁ ‶[¨-

╂[┿╋╋╄ «‶[╇╂╊┿【┿╄〈 
╀¨[╇] ′¨〈╉╇′»

14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.25 «╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠»
16.15 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
16.50 》/《 «[┿╆╁╄╃』╇╉╇. ‶¨-

]╊╄╃′╇╈ ╀¨╈»
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
00.30 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′. 

╊¨╊╇〈┿ ╋╇╊ぅ╁]╉┿ぅ
01.30 》/《 «╋〉]〉╊を╋┿′╇′»
03.45 》/《 «[┿]]╄ぅ′′｠╈»

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 ╃/《 «╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ 

]╊┿╁¨╈»
13.00 》/《 «╃╄〈╇ 【‶╇¨′¨╁»
14.55 〈/] «╇′〈╄[′｠»
17.00 》/《 «╃╄〈╇ 【‶╇¨′¨╁ - 2: 

¨]〈[¨╁ ′╄]╀｠╁【╇》]ぅ 
′┿╃╄╅╃»

19.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
20.00 》/《 «╃╄〈╇ 【‶╇¨′¨╁ 3-D: 

╇╂[┿ ¨╉¨′』╄′┿»
21.40 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 COMEDY WOMAN
01.30 》/《 «╃╄╋¨′｠ ‶[¨【-

╊¨╂¨»
03.20 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
03.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.50 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿

6.10 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
6.40 «〈[╇ ╆¨╊¨〈｠》 ╁¨╊¨]╉┿». 

]╉┿╆╉┿
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 ╋╇》┿╇╊ ╉¨′¨′¨╁ ╁ ╉¨-

╋╄╃╇╇ «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄-
╋╄′┿», 1-4 ]╄[╇╇

14.35 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
15.05 ╋╇》┿╇╊ ╉¨′¨′¨╁ ╁ ╉¨-

╋╄╃╇╇ «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄-
╋╄′┿», 1-4 ]╄[╇╇

20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 ╁╇╉〈¨[ ]〉》¨[〉╉¨╁ ╁ 

╃[┿╋╄ «]｠′¨╉»
23.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.40 〈╇╊を 【╁┿╈╂╄[ ╇ ╋¨[╇『 

╀╊ぅ╈╀〈[¨╈ ╁ ╃[┿╋╄ «╃¨-
]〈〉』┿〈を]ぅ ╃¨ ′╄╀╄]»

01.20 ╃/《 «]╋╄[〈╄╊を′｠╈ 
〉╊¨╁»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00 〈/] «‶┿′〈╄[┿»
7.00 ╋/] «╀╄′ 10»
7.50 〈/] «‶┿′〈╄[┿»
8.45 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
9.15 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.15 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.40 》/《 «]╄╂¨╃′ぅ 〈｠ 〉╋-

[╄【を»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
14.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
15.00 》/《 «╁ ¨]┿╃╄»
17.00 «╅┿╃′¨]〈を»: «¨╀╁╄]»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «《┿′〈┿]〈╇╉┿ ‶¨╃ ╂[╇-

《¨╋ «]╄╉[╄〈′¨»
20.00 》/《 «‶¨╃ ¨〈╉¨]»
21.45 》/《 «]┿╋¨╁¨╊╉┿»
23.50 〈/] «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╋╇-

′〉〈┿»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «4400»

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

╊╄′′¨!»
13.00 ╃[┿╋┿ «╂¨]‶¨╅┿ ╂¨[-

′╇』′┿ぅ»
15.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
17.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
18.30 «]╋╄》 ╁ ╀¨╊を【¨╋ ╂¨-

[¨╃╄»
19.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]〈ぃ┿[〈 

╊╇〈〈╊-2»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁｠]【╇╈ ‶╇-

╊¨〈┿╅»
22.50 «〉╉[┿╇′]╉╇╈ ╉╁┿[〈┿╊»
00.20 〈[╇╊╊╄[ «╇╊╊ぃ╆╇ぅ ‶¨-

╊╄〈┿»
02.10 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
03.00 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.00 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»

5.35 «¨╀[┿〈′┿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 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 «╉┿╋╄[〈¨′»
12.00 «╊｠╅′ぅ [¨]]╇╇-2011»
12.20 》/《 «╁╃¨╁｠»
14.05 «╊｠╅′ぅ [¨]]╇╇-2011»
14.20 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
14.30 》/《 «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╊╄╂╇¨′»
16.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 «╊｠╅′ぅ [¨]]╇╇-2011»
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «〉╂╋╉» - «╃╇′┿╋¨-╂〉╁╃»
20.30, 01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
21.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
22.05 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.25 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
00.40, 04.25 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»
03.05 》/《 «╃╁╄ ′¨』╇ ] ╉╊╄¨‶┿〈[¨╈»
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‶さけょけかあっくうっ0"′ぇつぇかけ"ゃ"わ346"けす"4:"けおすはぉさは"4232"ゅけょぇ

〈けす こけつっしぇか ぉさうすせの ぉぇておせ, ゃにおうくせか けおせさけお, 
おぇお くけさきぇかぬくにえ つっかけゃっお, ゃ きせしけさおせ,  う おうゃ-
くせか ゃ しすけさけくせ ょゃけさぇ: «‶けてかう». ┿ つすけ ぉに きくっ 
くっ こけえすう? ╁っさくにえ くけあ ゃしっゅょぇ こさう しっぉっ, ょぇ う し 
さっぇおちうっえ せ きっくは ゃしひ ゃ こけさはょおっ. ╆ぇゃっさくせかう いぇ 
せゅけか, しっかう くぇ けゅさぇあょっくうっ ゅぇいけくぇ. 〈けす こけさにか-
しは ゃけ ゃくせすさっくくっき おぇさきぇくっ. ′ぇけとせこぬ けすしつうすぇか 
ょけかかぇさに, う くぇいゃぇか しせききせ, おけすけさぇは こさうつうすぇっすしは 
し きっくは. ぅ こさうおうくせか: ゃしはおけ かせつてっ, つっき ゃ ぉぇくおっ, 
ょぇ う こぇしこけさす こけおぇいにゃぇすぬ くうおけきせ くっ くぇょけ. ‶けかせ-
つぇっすしは, つすけ は くぇ すっ ょっくぬゅう, つすけ きくっ ょぇかぇ ‶ぇかくぇ, 
こけつすう つすけ ょっゃはすぬしけす ょけかかぇさけゃ きけゅせ おせこうすぬ!

– ╃ぇえ っとひ しけすおせ, こさうゅけょうすしは, – う ょけしすぇか しゃけう 
«ょっさっゃはくくにっ», – ╃ぇ う しつうすぇすぬ ぉせょっす こさけとっ.

– ╆くぇつうす, ょはょは, すっぉっ こけかおせしおぇ? – さぇいゅかはょっか 
すけす ゃけさけた させぉかうおけゃ ゃ きけっえ させおっ.

– 〉ゅせ. 〈けかぬおけ ╇ゃぇくにつ, ぇ くっ «ょはょは», – う は 
こさけすはくせか っきせ しゃけぉけょくせの させおせ.

〈けす こけあぇか:
– ┿くすけたぇ. ╇ つすけ, せ ゃぇし ゃしっ すぇお きくけゅけ いぇさぇ-

ぉぇすにゃぇのす?
– 〈けかぬおけ しぇきにっ きっすおうっ う せきくにっ. ┿ すに つすけ, お 

くぇき たけつってぬ? – うさけくうつくけ こさうしきぇすさうゃぇのしぬ は お 
しけぉっしっょくうおせ, – ╃けぉさけ こけあぇかけゃぇすぬ, ゃぇおぇくすくにっ 
きっしすぇ っしすぬ, しすさっかおう くぇき くせあくに. ] ゅけょうお, おけくっつ-
くけ, ょっさぬきけ こけすけこつってぬ, ぇ おぇお しっぉは こけおぇあってぬ – 
すぇき すっぉっ う おぇさすに ゃ させおう. ┿ おぇあょせの こはすくうちせ きに 
てぇてかにつけお うい しゃっあぇすうくおう いぇ ぇくゅぇさけき ゅけすけゃうき, 
ょぇ ゃけょけつおけえ いぇこうゃぇっき. ╉ぇお すっぉっ うょっえおぇ?

– ╃ぇ くせ, すっぉは, ╇ゃぇくにつ, は せあ かせつてっ いょっしぬ こけ-
すけこつせしぬ, – う こさけすはくせか きくっ ぉせきぇあおう.

ぅ けすょぇか しゃけう, けおさせゅかうゃ しせききせ ゃ しゃけの こけかぬいせ. 
╁くうきぇすっかぬくけ さぇししきけすさっか ぉぇくおくけすに, おぇお ぉせょすけ 
は ゃ くうた つすけ-すけ こけくうきぇの. ‶けきくの, こぇかぬちっき くぇょけ 
こけゃっさたせ こさけゃっしすう, つすけぉに すうしくっくうっ こけつせゃしすゃけ-
ゃぇすぬ, ょぇ くうすけつおう すぇき ゃしはおうっ し こけかけしおぇきう さぇし-
しきけすさっすぬ. ┿ つすけ ょっかぇすぬ, おけゅょぇ は ゃすけさけえ さぇい ゃ 
あういくう ねすう ょけかかぇさに ゃ させおぇた ょっさあせ? ╄しかう は くっ 
けてうぉぇのしぬ, おすけ-すけ うい くぇてうた こさぇおすうおぇくすけゃ くぇ 
しゃけっえ ょっしはすおっ きくっ こけおぇいにゃぇか, おぇお ねすけ ょっかぇっすしは. 
┿ すせす – つっすにさっ しけすおう う ょゃぇ こけかすうくくうおぇ! ‶けょう, 
さぇいぉっさう, おぇお けくう ゃにゅかはょっすぬ ょけかあくに. ‶さっおさぇすうゃ 
しゃけひ ぉっししきにしかっくくけっ いぇくはすうっ, は いぇしせくせか ぉぇおしに ゃ 
しぇきにえ ょぇかぬくうえ おぇさきぇてっお う しこさけしうか:

– ぅ こさぇゃうかぬくけ こけしつうすぇか?
– ′っ しけゃしっき, – こけあせかぬおぇか させぉかはきう ┿くすけたぇ.
– ┿ ねすけ しおうょおぇ. ぅ あっ お すっぉっ っとひ こさうょせ, ぇ 

おかうっくすぇ いぇゃかっおぇすぬ くぇょけ.
– ぁた, ╇ゃぇくにつ, ╇ゃぇくにつ, – こけょくはゃてうしぬ, せぉさぇか 

すけす ょっくぬゅう, – 〈けさゅけゃぇすぬしは せきっってぬ, ぇ おせさうてぬ 
ょさはくぬ ゃしはおせの, は つせすぬ くっ いぇょけたくせかしは. 

– 〈ぇお ゃ つひき あっ ょっかけ? ╁けいぬきう う せゅけしすう. 
〈けす せしきったくせかしは, こけぉせかすにたぇか しうゅぇさっすぇきう ゃ 

こけかせこせしすけえ こぇつおっ «╋ぇかぬぉけさけ», ょけしすぇか けょくせ, 
けしすぇかぬくけっ こさけすはくせか きくっ, ゃくけゃぬ こさうしっゃ さはょけき 
しけ きくけえ:

– ┿ は, くぇゃっさくけっ, ゃ [せきにくうの こけっょせ. ′っす, かせつ-
てっ ゃ 〈せさちうの: ゃ [せきにくうう せあっ ぉにか.

– ╇ おぇお すぇき? – うしおさっくくっ うくすっさっしせのしぬ は くっ-
ゃっょけきけえ しすさぇくけえ: おさけきっ すけゅけ, つすけ すぇき けぉせゃぬ 
てぬのす, ょぇ つすけ しすけかうちぇ くぇいにゃぇっすしは ╀せたぇさっしす, 
くうつっゅけ こさけ  くっひ う くっ いくぇの. 

– ╃ぇ たさっくぬ すぇき, ╇ゃぇくにつ. ぅ-すけ ょせきぇか: ╄ゃさけこぇ, 
ぇ ゃ ねすけえ [せきにくうう, けおぇいにゃぇっすしは, けょくう ちにゅぇくっ 
あうゃせす. 〈ぇお きに う こさけぉせたぇかう し こぇちぇくぇきう くぇ すっ-
こかけたけょっ ゃしの こけっいょおせ, う くぇ おけえ は すせょぇ っいょうか? ぅ 
う いょっしぬ こけゅせかはすぬ くっ たせあっ きけゅ. ‶けぉかっゃぇか ゃ ねすけす 
うた ╃せくぇえ, ゃけす う ゃしひ さぇいゃかっつっくうっ. ╊ぇょくけ, ╇ゃぇ-
くにつ, こけえょせ お しゃけうき, さぇぉけすぇすぬ くぇょけ. ┿ ゃ ‶けかぬてせ 
しなっいょう, すぇき こさうおけかぬくけ. ╄しかう つすけ – いくぇってぬ, ゅょっ 
きっくは くぇえすう. ‶けおぇ, – う ゃさぇいゃぇかけつおせ, おぇお たけいはうく 
あういくう, ゃぇかのすつうお こけすけこぇか くぇ せかうちせ.

ぅ あっ, こけょあうきぇは かけおすっき おぇさきぇてっお, ゅょっ ゅさっ-
かうしぬ ぉせさあせえしおうっ ょっくいくぇおう, くぇこさぇゃうかしは くぇ 
すさけかかっえぉせしくせの けしすぇくけゃおせ, う すぇお ょけ しぇきけゅけ ょけきぇ 
くぇたけょうかしは ゃ きぇくうぇおぇかぬくけき くぇこさはあっくうう: ぇ くっ 
せおさぇかう かう? ′っ さぇいせゃぇはしぬ, こさけてひか くぇ おせたくの, こっ-
さっしつうすぇか, う し けぉかっゅつっくうっき いぇしせくせか ぉぇおしに ゃ くっ-
ぉけかぬてせの とっかぬ ゃ «たさせとひゃしおけき たけかけょうかぬくうおっ». 
‶さうこさはすぇゃ くぇてう さけょくにっ ょっさっゃはくくにっ させぉかうおう 
しさっょう しすぇさけえ けぉせゃう, ゃいょけたくせか し けぉかっゅつっくうっき, 
う こけてひか ゃ きぇゅぇいうく いぇ しけしうしおぇきう. ╉せこうゃ ゃしひ, 
つすけ くせあくけ う くっ けつっくぬ, いぇくけゃけ こっさっこさうゅけすけゃうか 
しせこつうお, こけっか, こけしきけすさっか すっかっゃういけさ う かひゅ しこぇすぬ. 
]くうかぇしぬ ゃしはおぇは ぉっしこけおけえくぇは ょさはくぬ, けょうく さぇい 
ょぇあっ ゃしすぇか, いぇくけゃけ こっさっしつうすぇか ょっくぬゅう, う すけかぬ-
おけ すけゅょぇ いぇぉにかしは ょけ しぇきけゅけ せすさぇ.

′ぇ さぇぉけすせ てひか さぇょけしすくけ: は くひし ╃けぉさけきせ 
こけかぉぇすけくぇ う ぇあ ょゃっ しけしうしおう, けしすぇかぬくにっ せ きっくは 
こけてかう ゃ しせこ, ょぇ っとひ せすさけき けょくせ たけかけょくせの しなっか 
し おっそうさけき. 〈ぬそせ すに, けこはすぬ ねすけす ′うおぇ ゃ おせさうかおっ 
しうょうす, ょぇ きくっ しおぇかうすしは:

– ]ゃけっゅけ こしぇ けすおぇさきかうゃぇすぬ こけてひか? ╃ぇゃぇえ-
ょぇゃぇえ, けく くぇき せこうすぇくくにえ くせあっく! – う いぇたけたけ-
すぇか, きっさいおぇは さけあぇ.

– [ぇくっくぬおけ, ゃうょぇすぬ, すっぉは けすこせしすうかう, – つせすぬ 
かう くっ きぇすっさのしぬ は, –  ′け くうつっゅけ, ねすけ こけこさぇゃう-
きけ: こけゅけゃけさの しっゅけょくは し ぃさけえ-ゅかぇゃゃさぇつけき, けく 
すっぉは あうゃけ  ゃ こぇかぇすせ し ‶っすさせたけえ けこさっょっかうす, – 

う, しこかのくせゃ, こけすけこぇか お おかっすおぇき, くぇょっはしぬ, つすけ 
′うおっ ぉせょっす たけすは ぉに うおぇすぬしは. 

′っす, こさぇゃょぇ: さぇょせっすしは, ょせさぇつうくぇ, しぇき くっ 
いくぇっす, つっきせ. ¨こはすぬ しけぉぇつっお ぉっいいぇとうすくにた こけ-
しすさっかはすぬ くっ すっさこうすしは? 〈ぇお っょぬ う しすさっかはえ, すっぉっ 
いぇ ねすけ ょっくぬゅう こかぇすはす, う くっつっゅけ すせす くけさきぇかぬ-
くにき かのょはき ゅかぇいぇ きけいけかうすぬ. ╁にこせしすうゃ ╃けぉさけ-
ゅけ こけゅせかはすぬ, は せょうゃうかしは っゅけ くぇしすけさけあっくくけきせ 
こけゃっょっくうの. 〈けす ょぇあっ くっ せかにぉぇかしは, おけゅょぇ しゃけう 
ょっかぇ ょっかぇか. 』すけ ねすけ し くうき しすさはしかけしぬ? ]けしうしおう-
すけ ゃっょぬ くぇゃっさくはおぇ うい おぇさきぇくぇ こぇたくせす, ぇ せ くっゅけ 
ゅかぇいぇ ゅさせしすくにっ, ょぇあっ いぇ こぇかけつおけえ かっくうゃけ 
ぉっゅぇっす, すぇお う くけさけゃうす しっしすぬ さはょけき, ょぇ しゃけの 
ぉぇておせ きくっ きっあょせ おけかっくけお いぇしせくせすぬ.  ぅ こさうしっか 
さはょけき, こけおけさきうか っゅけ しけしうしおぇきう, こけすさっこぇか こけ 
せてぇき – けこはすぬ くけかぬ ねきけちうえ: ゃにこせつうか くぇ きっくは 
しゃけう おぇさうっ ゅかぇいうとう う あぇかけぉくけ くけしけき こけゃけょうす. 
╃ぇ っとひ, しゃけかけつぬ, こけかけあうか きくっ くぇ させおせ しこっさゃぇ 
しゃけの かぇこせ, ぇ いぇすっき う ゅけかけゃせ, う あぇかけぉくけ しくういせ 
ゃゃっさた しきけすさうす. ′っせあっかう つすけ-すけ しかせつうかけしぬ くっ-
こけこさぇゃうきけっ, つっゅけ は くっ いくぇの?! ‶ぇかくぇ ゃつっさぇ ねすぇ 
っとひ すぇお しすさぇくくけ しっぉは ゃっかぇ, けた, くっ お ょけぉさせ ゃしひ 
ねすけ! ¨しすぇゃうゃ こしせ ぉぇすけく ゃ おかっすおっ, こけしこってうか ゃ 
おけくすけさせ. ′っ ょぇえ ╀けゅ し ‶ぇかくけえ つすけ しすさはしかけしぬ, ぇ 
は っえ くっ こけきけゅ! ╆ょっしぬ う ゃ しぇきけき ょっかっ ゃ ╋うたっっゃぇ 
╀けゅぇ くぇつくひてぬ ゃっさうすぬ, ょぇ きけかうすぬしは っきせ, こけおかけ-
くに ぉうすぬ, かうてぬ ぉに し くぇてっえ ╊のしぬ ‶ぇかくけえ ぉにかけ 
ゃしひ ゃ こけさはょおっ.

《せ すに, あうゃぇは う いょけさけゃぇは, しうょうす こっさっょ しすけこ-
おけえ こにかぬくにた あせさくぇかけゃ, ょぇ, ゃいょにたぇは, かうしすぇっす. 
′ぇ きっくは – くけかぬ ゃくうきぇくうは.

– ╊のしぬ ‶ぇかくぇ, – こけしすせつぇか は ゃ ょゃっさぬ, – ╋けあ-
くけ?

– ‶ぇてっくぬおぇ, こさけたけょう, – けすかけあうかぇ すぇ ゅさけし-
しぉせた いぇ ゃけしっきぬょっしはす ゃけしぬきけえ ゅけょ, – ┿ は ゃけす すせす 
ゃしこけきうくぇかぇ, おぇお きに さぇぉけすぇかう. ‶さうしぇあうゃぇえしは. 
╃ぇ. ╇ すゃけえ こっさゃにえ ゃにっいょ くぇてかぇ. ╉ぇお ょっかぇ, 
‶ぇてぇ?

– ′けさきぇかぬくけ, – おうゃぇの は けぉかっゅつひくくけ, – ╃け-
おかぇょにゃぇの: くぇ させぉかう おせこうか ゃつっさぇ こはすぬしけす ょけか-
かぇさけゃ, けしすぇかぬくけっ しこさはすぇか. ╂けすけゃ こさうゃっいすう けぉ-
さぇすくけ, おけゅょぇ しおぇあっすっ.

– ╆ぇつっき? – う しきけすさうす しおゃけいぬ きっくは.
– ╉ぇお ねすけ いぇつっき? – せょうゃうかしは は, – ′ぇて 

ょっさっゃはくくにえ-すけ おぇあょにえ ょっくぬ ょってっゃっっす, つすけぉ 
ねすけきせ ╂ぇえょぇさせ くう ょくぇ, くう こけおさにておう, ょけかかぇさに-
すけ くぇょひあくっえ. 〈ぇお つすけ けくう  かっあぇす こけおぇ せ きっくは. 
〈けかぬおけ ゃけす くっ こけえきせ, ゃに せあ ういゃうくうすっ, くけ いぇつっき 
ゃに うた きくっ ょぇかう?

– ′っ ょぇかぇ, ぇ けすょぇかぇ. ′ぇしけゃしっき. 〈けかぬおけ ゃけす 
こさけしぬぉぇ せ きっくは ぉせょっす お すっぉっ: すに あっ きっくは こけたけ-
さけくうてぬ? ╇ くっ しこけさぬ! – う ゃょさせゅ すぇお いゃけくおけ たかけこ-
くせかぇ こけ しすけかせ かぇょけくぬの, つすけ は ぇあ ゃいょさけゅくせか, 
– ′っ くぇょけ きくっ ゅけゃけさうすぬ, つすけ は っとひ しすけ かっす こさけ-
あうゃせ, くっ くぇょけ. 〉しすぇかぇ は せあっ けす あういくう, たゃぇすうす. 
′ぇ, ‶ぇてぇ, つうすぇえ, – う こさけすはくせかぇ きくっ ぉせきぇゅせ.

ぅ きぇてうくぇかぬくけ, し けこぇしおけえ ゅかはょは くぇ ╊のしぬ 
‶ぇかくせ, こさけすはくせか いぇ かうしすけき させおせ. ]こっさゃぇ は 
くうつっゅけ くっ こけくはか: さっけさゅぇくういぇちうは おぇおぇは-すけ. ]ぇ-
きけけおせこぇっきけしすぬ, こっさったけょ くぇ さにくけつくにっ けすくけてっ-
くうは. ╀さっょ しこかけてくけえ, こかけょに ぉっしこかけょくにた きせお 
ぉのさけおさぇすぇ ゃ けすょっかぬくけ ゃいはすけき, ういけかうさけゃぇくくけき 
こけきっとっくうう, ぇ くっ ぉせきぇゅぇ. ‶けすけき ょけてかけ, う ぇあ 
ゃけかけしに くぇ ゅけかけゃっ ょにぉけき ゃしすぇかう:

– ′ぇし つすけ, さぇいゅけくはのす?!
– ‶っさっこけょつうくはのす, ‶ぇてっくぬおぇ, っしかう おぇいひくくにき 

はいにおけき ゅけゃけさうすぬ. ┿ けすしのょぇ – こうくおけき こけょ いぇょ, 
ゃしった あうゃけすくにた ゃ くっょっかぬくにえ しさけお かうおゃうょうさけ-
ゃぇすぬ, う けしゃけぉけょうすぬ こけきっとっくうっ. 

╋ぇかけ すけゅけ, つすけ しおぇかぬこ つってっすしは, ょぇあっ ゅせぉに 
いぇくっきっかう:

– ぁすけ おぇお? ╆ぇ つすけ?!
– ┿ ゃけす すぇお. ‶さうゅかはくせかしは おぇおけきせ-すけ ぉせさあせの 

くぇて ぇくゅぇさ ゃきっしすっ し おけくすけさけえ, う ゃしひ すせす. 〈ぇお 
つすけ きっしすけ くぇき しっえつぇし けこさっょっかうかう くぇ しこっちぇゃすけ-
ぉぇいっ, ぇ きくっ けょうく こせすぬ – ゃ せつひすつうちぇた ょけ こっくしうう 
しうょっすぬ. ]つうすぇすぬ ぉせょせ, しおけかぬおけ ゃに すぇき くぇしすさっ-
かはかう, ょぇ ゅぇかけつおう しすぇゃうすぬ. 』すけ ょぇかぬてっ – は すっぉっ 
せあっ しおぇいぇかぇ. 

– ╉ぇおうっ ゅぇかけつおう? ╆ぇつっき しつうすぇすぬ? – くっ きけゅ 
こさうえすう ゃ しっぉは は けす すぇおけえ くけゃけしすう.

– ]ょっかおぇ せ くぇし すっこっさぬ: しおけかぬおけ せぉうかう, しすけかぬ-
おけ う ょっくっゅ こけかせつうかう, すぇお つすけ, ‶ぇてぇ, くっす せ くぇし 
ぉけかぬてっ こっさっょっさあおう, ゃしった しさぇいせ こけ ゃすけさけきせ 
ゃぇさうぇくすせ. 〈に, おけくっつくけ, きけあってぬ っいょうすぬ う こけ 
すさっすぬっきせ, は くっ こさけすうゃ, う しこぇしうぉけ すっぉっ いぇ こけはし. 
╇ょう, ‶ぇてっくぬおぇ, う ょせきぇえ. ╃せきぇえ, – う ゃくけゃぬ こさう-
くはかぇしぬ いぇ あせさくぇか.

′ぇ ゃぇすくにた くけゅぇた は ょけぉさひか ょけ おせさうかおう. ╉ぇお 
あっ すぇお? ╁しった しさぇいせ – う くぇ せぉけえ?! ╇ くう きぇかっえ-
てっゅけ てぇくしぇ? 〉 くぇし あっ たけすぬ けょくせ ゃ くっょっかの, ょぇ 
いぇぉうさぇのす! ┿ しっえつぇし, ゃっしくけえ, う すけゅけ ぉけかぬてっ: 
しぇょに すぇき けたさぇくはすぬ, うかう っとひ ょかは おぇおうた ちっかっえ. 
«┿ おぇお あっ ╃けぉさにえ?» – おぇお すけおけき, せょぇさうかぇ きっくは 
きにしかぬ. 〈け-すけ けく しっゅけょくは すぇおけえ しぇき くっ しゃけえ ぉにか! 
′っ しすぇゃ こさうしぇあうゃぇすぬしは お きせあうおぇき, しかけゃくけ けこぇ-
しぇはしぬ けこけいょぇすぬ, ゃっさくせかしは お っゅけ おかっすおっ:

– ╀っょせ, いくぇつうす, こけつせはか, ぉさぇすうておぇ? ╃ぇ? ╃け-
ぉさにえ, すに こさけしすう, は しこっさゃぇ う くっ こけくはか, ゃ つひき 

ょっかけ. 〉 きっくは こさけしすけ ょけ しうた こけさ ゃ ゅけかけゃっ ねすけ くっ 
こけきっとぇっすしは, おぇお すぇおけっ ゃけいきけあくけ. ╇ つすけ くぇき し 
すけぉけえ しっえつぇし ょっかぇすぬ? ╃けぉさにえ, つっしすくけっ しかけゃけ, 
くっ いくぇの, – う こさうしっか こっさっょ くうき こさはきけ くぇ いっきかの, 
–  〈に たけすぬ ぉぇすけく-すけ しなっか? ┿, ゃうあせ: しなっか. ╊ぇょくけ, 
あょう きっくは, は こけしすぇさぇのしぬ つすけ-くうぉせょぬ こさうょせきぇすぬ. 
╃っさあう たゃけしす こうしすけかっすけき, ょさせあうとっ.

‶けたけあっ, しっゅけょくは くうおすけ さぇぉけすぇすぬ くっ しけぉうさぇ-
っすしは: ゃしっ すけかぬおけ う ょっかぇのす, つすけ しつうすぇのす, しおけかぬ-
おけ けくう しきけゅせす いぇさぇぉけすぇすぬ くぇ ねすけえ «さっけさゅぇくういぇ-
ちうう». ‶けょしっゃ, は いぇおせさうか う こさうしかせてぇかしは: ゃけす, 
せあっ ゅけさけょ ょっかはす. ‶さはきけ おぇお しにくけゃぬは かっえすっくぇく-
すぇ 【きうょすぇ. ‶ぇしおせょくけ, おけくっつくけ, くけ う け ぉせょせとっき 
おせしおっ たかっぉぇ ょせきぇすぬ すけあっ くぇょけ:

– ぅ しっぉっ ぉっさせ 〉さぇかきぇて.
– 』っゅけ?! – ゃいゃうかしは ╅っくぬおぇ, – ┿ ゃっしぬ ¨さょあけ-

くうおうょいっゃしおうえ さぇえけく くっ たけつってぬ?!
– 》けつせ, くけ くぇょけ う しけゃっしすぬ うきっすぬ, すぇお, ╋う-

たっえ? – おうゃぇの は ぉさうゅぇょうさせ-すさう, – 〈ぇお つすけ, きけ-
かけょひあぬ, こけしかせてぇえすっ くぇし, ゃっすっさぇくけゃ: きに し ╋う-
たっっき さぇぉけすぇっき, ゅょっ いぇたけすうき, くけ っしかう おけゅけ くぇ 
しゃけうた すっささうすけさうはた いぇきっすうき, すけ きけあっき う きうきけ 
しけぉぇつおう しかせつぇえくけ しすさっかぬくせすぬ, すぇおけっ ぉにゃぇっす. ┿ 
こけすけき ゅっさけうつっしおう しこぇしひき, ょぇあっ うしおせししすゃっくくけっ 
ょにたぇくうっ しょっかぇっき, こさぇゃょぇ, ╋うたっえ?

〈けす たきにおくせか:
– ‶さぇゃうかぬくけ ゅけゃけさうてぬ, かのょはき こけきけゅぇすぬ 

くぇょけ. ┿ すけ おぇお-すけ くっ こけ-╀けあっしおう – すけゃぇさうとぇ 
こけきうさぇすぬ けしすぇゃうすぬ, けぉはいぇすっかぬくけ こけきけあっき. ┿ 
ゃに, あっかすけさけすうおう, いぇこけきくうすっ: は あうゃせ くぇ ╁╇╆っ. 
¨しすぇかぬくけっ – ゃぇてっ, ょっかうすっ, おぇお たけすうすっ. ‶けえょひき, 
╇ゃぇくにつ, こけゅけゃけさうすぬ くぇょけ.

ぅ おうゃくせか, くけ こっさっょ せたけょけき ゃにちぇさぇこぇか くけ-
あけき くぇ しすけかっ: «╃けぉさにえ».

– ╁しっき こけくはすくけ? – う こけてひか ゃしかっょ いぇ ╋うたっ-
っき.

– 』っ すに すぇき くぇておさはぉぇか? – しこさけしうか すけす ゃけいかっ 
ゃさっきっくくけ こせしすせのとっえ ぉせょおう けたさぇくくうおぇ.

– 〈け, つすけ くぇょけ. ╉しすぇすう, ねすけ う すっぉは おぇしぇっすしは: 
し ╃けぉさにき つすけ しかせつうすしは, くっ こさけとせ. ╇ くうおぇおぇは 
╀うぉかうは すっぉっ くっ こけきけあっす, くっ ゃ きけっえ ねすけ くぇすせさっ: 
ゃすけさせの とひおせ こけょしすぇゃかはすぬ.

〈けす こけつっしぇか くっぉさうすにえ こけょぉけさけょけお:
– 』ぇえ うかう つっゅけ こけおさっこつっ?
– ╃ぇゃぇえ つぇえ. ┿ すに つすけ, しっゅけょくは けこはすぬ ょっあせ-

さうてぬ? 
– ┿ きくっ いょっしぬ こけくさぇゃうかけしぬ, いくぇってぬ かう, – 

くっあくけ こけしすせつぇか すけす かぇょけくぬの けぉ おけしはお, –  ╅ぇか-
おけ, つすけ ゃにゅけくはのす, ょけ いうきに ぉに すけつくけ いょっしぬ 
けしすぇかしは: つすけ きくっ ょけきぇ けょくけきせ ょっかぇすぬ? ┿ いょっしぬ 
たけすぬ おぇおうっ-くうおぇおうっ, ょぇ あうゃにっ ょせてう, し くうきう 
う こけゅけゃけさうすぬ, う ゃにこうすぬ きけあくけ. ]けぉぇおう, けくう 
いょけさけゃけ しかせてぇすぬ せきっのす, くっ こっさっぉうゃぇのす, くっ 
きぇすっさはすしは, きけさょせ すけあっ くっ こけさにゃぇのすしは くぇぉうすぬ. 
╃ぇ, ゃつっさぇ すせす, おしすぇすう, し すゃけうき いゃっさっき さぇいゅけゃぇ-
さうゃぇか, すに くっ しっさょうてぬしは? 〉きくにえ こひし, くけ きくっ 
こけおぇいぇかけしぬ, つすけ けく, しゃけかけつぬ すぇおぇは, きっくは こさっ-
いうさぇっす. ╁けす すぇお, ょさせゅ. 』ぇえ, ゅけゃけさうてぬ? ╉させあおせ 
ゃ ておぇそせ ょけしすぇくぬ, くぇかぬの.

– ┿ すに くっ しゃけかけつうしぬ, – こけょしすぇゃうか は こけょ しすさせの 
おうこはすおぇ いぇこにかうゃてうえしは しすぇおぇく, – [ぇいゃっ けく くっ 
こさぇゃ?  ╃ぇ すにしはつせ さぇい こさぇゃ, う すに ねすけ いくぇってぬ. 〉 
すっぉは ぉせきぇゅぇ っしすぬ? ╊うしすけゃ ょゃぇょちぇすぬ?

– ╆ぇつっき? – ょけしすぇか すけす し こけょけおけくくうおぇ こぇつおせ 
つうしすにた ぉかぇくおけゃ こせすっゃにた かうしすけゃ.

– ╆ぇすっき, – う は こさうくはかしは こうしぇすぬ けぉなはゃかっくうは. 
〈っおしす, こけくはすくけ, すけす あっ, つすけ う さぇくぬてっ, さぇいゃっ 

つすけ おけかうつっしすゃけき ゃにてかけ こけぉけかぬてっ: てすせお しけ-
さけお, ぇあ させおぇ せしすぇかぇ. ╃けこうしぇゃ, こさうおさにか ゅかぇいぇ 
う いぇおせさうか:

– 』すけ, ょせさぇお は, しおぇあってぬ? ′っ けすゃっつぇえ: しぇき 
いくぇの. ╃ぇえ かせつてっ おかっえ: しっえつぇし こけえょせ ょけ こしう-
たせておう, こけ ょけさけゅっ ゃしひ う さぇしおかっの.

╆ぇしおさうこっか しすせか, つうさおくせかぇ しこうつおぇ. ぅ こさうけす-
おさにか ゅかぇい: しうょうす, ゅさせしすくけ くぇ きっくは しきけすさうす. ╇ 
いぇつっき-すけ きけさぇかぬくにえ おけょっおし しすさけうすっかは おけききせ-
くういきぇ くぇ しすっくおっ ゃうしうす. ]すさぇくくけ: しおけかぬおけ さぇい 
しのょぇ いぇたけょうか, う ょぇあっ きぇかっえてっゅけ ゃくうきぇくうは くぇ 
くっゅけ くっ けぉさぇとぇか. ′ぇゃっさくけっ, せ おぇあょけゅけ うい くぇし 
ゅかぇい せあっ くぇしすけかぬおけ いぇきにかっく, つすけ たけすぬ し かけいせく-
ゅけき «]かぇゃぇ おけいかぇき!» こけ せかうちぇき たけょう, くうおすけ 
くっ いぇきっすうす: っしかう «しかぇゃぇ», いくぇつうす, おけきせ くぇょけ, 
しかぇゃぇ. 

– ′っす せ きっくは おかっは. ぁた, – う しすけさけあ, けく あっ 
しけぉぇつくうお, けく あっ… (′っす, こさけこけゃっょくうおけき は っゅけ 
くぇいにゃぇすぬ くっ けすゃぇあせしぬ: おせょぇ っきせ), しぇき ょけしすぇか 
こぇつおせ ぉかぇくおけゃ, – ╂かせこけしすぬ いぇさぇいくぇ, ょぇえ けぉさぇ-
いっち, いぇゃすさぇ せ しっぉは ゃけいかっ ょけきぇ さぇしおかっの. ╋けあっす, 
いぇえょひてぬ ゃっつっさけき? – う ょけしすぇか こはすうおぇすおせ, – ╉せこう 
いぇけょくうき すぇき くぇてうき つすけ-くうぉせょぬ. 

– ]こぇしうぉけ, ╋うたっえ, くけ くっ いくぇの, おぇお くぇしつひす 
ゃっつっさぇ: すせす せあ おぇお こけかせつうすしは, – う は こけてひか ゃ 
ぉせたゅぇかすっさうの いぇ おかっっき. 

‶け ょけさけゅっ ょけ ┿ゅぇそせさけゃしおうた ょぇつ は おかっうか けぉな-
はゃかっくうは ゃっいょっ, ゅょっ すけかぬおけ うた きけゅかう いぇきっすうすぬ: 
ゃけいかっ けしすぇくけゃけお, くぇ いぇぉけさぇた ょけきけゃ つぇしすくけゅけ 
しっおすけさぇ, ょぇあっ つっさっい ょけさけゅせ こぇさせ さぇい こっさっ-
ぉっゅぇか, たけすは う すっさこっすぬ ねすけゅけ くっ きけゅせ: ぉけのしぬ は 
ぉにしすさけ っょせとうた きぇてうく. ‶けしかっ すけゅけ, おぇお きっくは 

かっす ょっしはすぬ くぇいぇょ しぉうかう, ゃっつくけ くっさゃくうつぇの, 
ょぇあっ っしかう こけかせこせしすせの せかうちせ こっさったけあせ. ′け くぇ 
しっえ さぇい ゃしひ けぉけてかけしぬ: こけしかっょくっっ けぉなはゃかっくうっ 
は くぇおかっうか ゃけいかっ きぇゅぇいうくぇ, つすけ せ ゃけさけす ぉけかぬくう-
ちに. ╉せこうゃ おっそうさぇ, くけさきぇかぬくけえ おけかぉぇしに う っとひ 
すひこかにえ ぉぇすけく, こけしこってうか くぇ すっささうすけさうの. 〈ぇお, 
ゃさけょっ ゃけす ねすけす おけさこせし, つすけ くぇ こさうゅけさおっ. ╁けい-
かっ かっゃけゅけ, くせあくけゅけ きくっ ゃたけょぇ, しすけうす こけょゃけょぇ し 
ぉぇつおぇきう, う きっしすくにっ きぇかぇたけかぬくにっ すぇしおぇのす, こけ 
ゃしっえ ゃうょうきけしすう, けぉっょ, くぇゃっさた. ╆ぇてひか ゃきっしすっ し 
くうきう. ╃けさけゅせ きくっ こさっゅさぇょうか くっ しかうておけき かの-
ぉっいくにえ きせあうお ゃ ゅさはいくけき ぉっかけき たぇかぇすっ:

– ╉せょぇ?
– ╉ 《っょっ, – かぇおけくうつくけ けすゃっすうか は.
– ′っすせ っゅけ, いぇゃすさぇ, – こけこにすぇかしは すけす きっくは けす-

しすさぇくうすぬ.
– 》けさけてけ, すけゅょぇ お ぃさっ, けく-すけ いょっしぬ?
〈けす こけしきけすさっか しゃにしけおぇ, くけ せあっ し くっょけせきっ-

くうっき:
– ╃けおすけさ くぇ けぉたけょっ.
– ╊ぇょくけ, ぇ ¨かぬゅぇ-すけ たけすぬ くぇ きっしすっ?
– ′ぇ きっしすっ, せ しっぉは けくぇ, – う くったけすは けしゃけぉけょうか 

こさけたけょ, – ‶さけたけょうすっ.
〈ぇお, ゃけす おけさうょけさ, くけ ねすぇ ょゃっさぬ うかう ねすぇ? ‶け-

しすせつぇか くぇせゅぇょ, すけかおくせか ょゃっさぬ: いぇおさにすけ. ╀にゃぇ-
っす, こけしすせつうきしは ゃ しかっょせのとせの. ]すけうす くっくぇゅかはょ-
くぇは, うい けぉかせこうゃてっゅけしは つぇえくうおぇ ちゃっすけつおう くぇ 
こけょけおけくくうおっ こけかうゃぇっす. ¨ゅかはくせかぇしぬ さぇゃくけょせて-
くけ, いぇすっき ゃしすさっこっくせかぇしぬ:

– ╁に? – う きぇてうくぇかぬくけ こけこさぇゃうかぇ こさはょぬ ゃけ-
かけし, – ‶さけたけょうすっ, ‶ぇゃっか, ぇ は ゃぇし さぇくぬてっ ゃっつっ-
さぇ う くっ あょぇかぇ. 

╃ぇ, せ くっひ くっ こさけしすけ つうしすけ, ぇ うょっぇかぬくけ つうしすけ, 
くっ すけ, つすけ せ ゃさぇつぇ. ╁うょうきけ, しぇきぇ こさうぉうさぇっすしは. 
╇かう しけ しゃけっえ ╋ぇてっえ くぇこぇさせ, くっ しせすぬ: ゃけく おぇおけっ 
しすっおかけ ゃ ておぇそせ し きっょうおぇきっくすぇきう こさけいさぇつくけっ. 
‶けあぇかせえ, っしかう ぉに くっ おさうゃういくぇ こけゃっさたくけしすう, すけ 
う ゃけゃしっ くっこけくはすくけ ぉにかけ, っしすぬ けくけ すぇき うかう あっ 
くっす. 〈ぇお う たけつっすしは しゃけの こにかぬくせの けぉせゃぬ こっさっょ 
ゃたけょけき ゃ おぇぉうくっす しくはすぬ. 〈とぇすっかぬくけ ゃにすっさっゃ 
ぉけすうくおう け おけゃさうお ゃけいかっ こけさけゅぇ, ゃしひ あっ ゃけてひか:

– ╃けぉさにえ ょっくぬ, ¨かぬゅぇ. ぅ う しぇき くっ ょせきぇか, つすけ 
すぇお さぇくけ けしゃけぉけあせしぬ. ′っ ゃけゃさっきは?

– ╃ぇ くっす, ゃしひ くけさきぇかぬくけ, ゃに こさうしぇあうゃぇえ-
すっしぬ. 』ぇえ ぉせょっすっ? – う せおぇいぇかぇ あっしすけき いぇ しすけか.

– ]こぇしうぉけ, こうか せあっ. 
– ╋けあっす, すけゅょぇ おけそっ? – けしすぇゃうかぇ けくぇ ゃ こけ-

おけっ ゅけさておう し ちゃっすぇきう, – [ぇしすゃけさうきにえ, «‶っかっ». 
〉 きっくは う おけくそっすに っしすぬ, たけすうすっ?

ぅ せしきったくせかしは くけしすぇかぬゅうつっしおう:
– ╉けくそっすに? ぅ, こさういくぇすぬしは, ょぇあっ う いぇぉにか, 

つすけ ねすけ すぇおけっ. [ぇくぬてっ くさぇゃうかうしぬ, けしけぉっくくけ 
«[ぇおけゃにっ てっえおう» う ゅさうかぬはあ. ╃ぇ, くっ けすおぇあせしぬ.

– 〉 きっくは – «╉けさけゃおぇ», – ょけしすぇかぇ すぇ おけさけぉけつ-
おせ, – 〈けあっ たけさけてうっ, せゅけとぇえすっしぬ, – う, こけかけあうゃ 
おけくそっすに くぇ しすけか, ゃおかのつうかぇ ねかっおすさうつっしおうえ 
つぇえくうお ゃ さけいっすおせ.

]こぇしうぉけ すっぉっ, しけかくにておけ, いぇ すけ, つすけ こさけ-
しゃっつうゃぇってぬ つっさっい たぇかぇすうお くっ たせあっ さっくすゅっくぇ. 
》けさけてぇは そうゅせさおぇ せ ねすけえ ¨かう, くうつっゅけ かうてくっ-
ゅけ. ¨ょくけ せょけゃけかぬしすゃうっ こけしきけすさっすぬ. 〈ぇ, こけえきぇゃ 
きけえ ゃいゅかはょ, しきせすうかぇしぬ, う しっかぇ いぇ しすけか:

– ╁ぇて ┿かっおしぇくょさ つせゃしすゃせっす しっぉは たけさけてけ, – う 
ょけしすぇかぇ うい すせきぉけつおう ょゃっ つぇてっつおう, しぇたぇさくうちせ 
う ぉぇくおせ し おけそっ, – ¨ょくぇ ぉっょぇ: きくうすっかぬくにえ けく 
けつっくぬ, すけ う ょっかけ せ ゃしった しこさぇてうゃぇっす, くっ しせきぇし-
てっょてうえ かう けく. ぁすぇ-すけ そけぉうは う きってぇっす っきせ 
ゃにいょけさけゃっすぬ. ぅ こけくうきぇの, つすけ いょっしぬ っきせ くっ 
きっしすけ, くけ けつっくぬ せあ けく ぉっしこけおけえくにえ. ]うかぬくにっ 
すさぇくおゃうかういぇすけさに ょけおすけさ しおぇいぇか っきせ くっ ょぇゃぇすぬ, 
う こさぇゃうかぬくけ: こけしかっ くうた きけあくけ う ゃけゃしっ ゃ けゃけと 
こさっゃさぇすうすぬしは. 〈ぇお つすけ っゅけ さけょうすっかう おせこうかう 
こけ さっちっこすせ ゃしひ, つすけ くぇょけ, けく しっえつぇし すけかぬおけ 
ねすう かっおぇさしすゃぇ う こさうくうきぇっす, ょぇ ゃうすぇきうくつうおう 
きに っきせ しすぇゃうき, ねすけ ゃしっき こけかっいくけ, ょぇあっ ゃぇき. 
》けすうすっ, は ゃぇき こけしすぇゃかの? ╁しひ-ゃしひ, う くっ ゃけいさぇ-
あぇえすっ, しっえつぇし こけこぬひき おけそっ, う くぇ ょうゃぇくつうお, 
ぇ すけ ゃけく おぇおけえ ゃに ぉかっょくにえ. ぅ けぉうあせしぬ, っしかう 
けすおぇあっすっしぬ. ′ぇかっえすっ, こけあぇかせえしすぇ, おうこはすけつっお, 
つぇえくうお-すけ せあっ おうこうす.  

ぅ さぇいかうか おうこはすけお こけ おさせあおぇき, こさうくのたうゃぇはしぬ: 
ゃさけょっ くっこかけたけえ いぇこぇた. ¨かぬゅぇ たけすっかぇ ぉにかけ こけかけ-
あうすぬ きくっ しぇたぇさぇ, くけ は ゃけゃさっきは っひ けしすぇくけゃうか:

– ‶さけてせ, くっ くぇょけ! ╉けくそっすに あっ しかぇょおうっ, ぇ は 
しかぇょおけゅけ くっ かのぉかの, さぇいけくさぇゃうかけしぬ けくけ きくっ. ╇ 
くっ ゅけゃけさうすっ, こけつっきせ: しぇき いくぇの. ′け は せあっ ょゃぇ 
ょくは おぇお こけつすう くっ こぬの, くけ しっゅけょくは, ういゃうくうすっ, 
けこはすぬ ゃにこぬの: くっ きけゅせ は こけしかっ ゃぇてっゅけ いぇゃっょっ-
くうは ぉっい ねすけゅけ ょっかぇ いぇしくせすぬ. ╃ぇ う せ きっくは さぇぉけすぇ 
くっきくけゅうき かせつてっ, すけゅけ う ゅかはょうてぬ, お ゃぇき しのょぇ 
こけこぇょひてぬ. 》けすは, すぬそせ-すぬそせ, は すけかしすけおけあうえ, 
こけ ぉぇさぇぉぇくせ せあっ ゃしひ. ╇ ういゃうくうすっ きっくは, こけ-
あぇかせえしすぇ, いぇ こさけてかにえ さぇい: くっ ゃ しっぉっ ぉにか. ′け 
ゅけゃけさうか こさぇゃょせ, う くう け つひき うい しおぇいぇくくけゅけ くっ 
あぇかっの. 》けすうすっ – ゅけくうすっ こさけつぬ, たけすうすっ – こさうくう-
きぇえすっ すぇおうき, おぇおけえ は っしすぬ. ぅ しっさぬひいくけ. ╁おせしくにっ 
おけくそっすに, ぇつ! – う つせすぬ くっ ゃにさけくうか おさせあおせ, いぇ-
てうこっゃ, – 《せた, けぉあひゅしは. 』すけ あっ せ ゃぇし つぇえくうお-すけ 
すぇおけえ ゅけさはつうえ?!

′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ. ‶さけょけかあっくうっ ゃ わ126-127, 129, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 1,3,4.
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ÏÐÎÄÀÌ
• ╁┿╆-21093, 2002 ゅ.ゃ. 8-922-20-

59-926, ]っさゅっえ.
[╄╉╊┿╋┿

• «》けくょぇ-‶ぇさすくっさ», 2001 ゅけょ. 
8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-

475.
[╄╉╊┿╋┿

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

300.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁ すぇおしう ゃけょうすっかう くぇ «╁┿╆». 
8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇くあっくっさ ¨〈╉ くぇ こうと. こさ-ゃけ, 
25-45 かっす, けぉさぇい. ゃにしてっっ こけ しこっ-
ちうぇかぬくけしすう, け/さ けす 3 かっす. 4-00-00, 
╁ぇかっくすうくぇ ┿かっおしっっゃくぇ.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち-おけくしせかぬすぇくす, 
〈『 «╀っさっいけゃしおうえ», «┿ゃすけきけかか», 
くぇ ぇゃすけぇおしっししせぇさに, ぇゃすけねきぇかう. 
8-922-20-62-107.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «╁っかっし» すさっぉせのすしは いぇ-
おさけえとうおう, てゃっう (すさうおけすぇあ). 
8-965-51-13-310 (]っさゅっえ), 8-965-
53-05-202 (╁うおすけさうは).

[╄╉╊┿╋┿

• ]すさけうすっかぬくけえ けさゅぇくういぇちうう 
すさっぉせっすしは きっくっょあっさ こけ いぇ-
おせこおぇき しけ いくぇくうっき ぇくゅか. はいにおぇ. 
alstroyplast@mail.ru, 378-96-27, 
268-12-56.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ ゃ すぇおしう くぇ くけゃせの 
«′っおしうの», ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ. 8-922-
20-59-926, ]っさゅっえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさうお くぇ こけかくにえ さぇぉけつうえ 
ょっくぬ, い/こ 15 す.さ., しゃけっゃさっきっくくけ. 
4-59-68, (343) 216-11-29.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «╄», ぇゃすけしかっ-
しぇさぬ. 8-904-54-93-348.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉ゃぇさすうさに (しせすおう, つぇし). 8-909-
00-90-450.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきっとっくうっ. 8-908-90-67-974.
[╄╉╊┿╋┿

• ′っあうかけっ こけきっとっくうっ. 8-902-

25-45-845.
[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ‶けきっとっくうっ こけょ きぇゅぇいうく,  
ょけ 120 き2. 8-922-12-33-151.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っきっえくぇは こぇさぇ (ゃ ゃけいさぇしすっ) 
しくうきっす 1-おけきく. おゃ. うかう おけきくぇ-
すせ. 』うしすけすせ う こけさはょけお ゅぇさぇくすうさせ-
っき. 8-902-87-61-914.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 3-おけきく. おゃ. ゃ ′╀‶, «たさせと.». 
8-902-87-44-311.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 
13, 5/10, 39,6/20/9,6, ち. 1780 す.さ. 
8-912-28-56-702.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., し/こ, せか. ぁくっさゅけ-
しすさけうすっかっえ, 6, し けすょっかおけえ. 8-902-
87-44-311.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5, 5/5, 
さっきけくす, 28,7 き2. 8-919-38-13-700.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っあうかけっ こけきっとっくうっ, 39,2 

き2, ′╀‶, ち. 1400 す.さ. うかう きっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. 8-902-87-44-311.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 6 しけす. 
『. 1050 す.さ. (╇╅]). 8-950-19-24-133.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お ゃ おけすすっょあくけき こけし. 
]すぇくけゃかはくおぇ. 8-912-24-59-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあくにえ ぉけおし, 23 き2, けゃけと. 
はきぇ. 8-908-90-03-657 (]けしくけゃにえ ぉけさ).

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.
[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったさぇぉけすに. 8-902-26-24-779.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ こけ かっしすくうちぇき. 8-963-
03-59-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨こにすくにえ きぇしすっさ-けすょっかけつ-
くうお ゃにこけかくうす さぇぉけすに かのぉけえ 
しかけあくけしすう. 8-912-60-38-549.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ, ょけきけゃ. 
ぁかっおすさうおぇ. 8-908-91-39-742, 
8-904-17-51-720.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ. 8-922-29-
42-258.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• [っこっすうすけさ こけ きぇすっきぇすうおっ, 
こけょゅけすけゃおぇ お ╄╂ぁ. 4-79-64.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈ぇきぇょぇ こさけゃっょっす しゃぇょぬぉせ, 
のぉうかっえ. 8-905-80-79-407.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-963-04-52-027.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-こうさぇきうょぇ. 8-908-91-
05-814.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす, 4 き. 8-902-44-
93-204, 8-912-64-98-020, 8-919-

38-04-201.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.
[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè
8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

• [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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 
させぉ./つ. 8-904-54-32-354.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお JCB 
+ ゅうょさけきけかけす. 8-950-65-70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けかせこさうちっこ, 13,6 き, ぉけさす. 
8-950-65-70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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, 4-22-53.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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
• ‶けさけしはすぇ. 4-91-87, 8-912-21-

33-613.
[╄╉╊┿╋┿

• 〈っかおぇ, 2 きっし. 8-963-338-62-17, 
せか. ]ゃけぉけょに, 71.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿おゃぇぇねさけぉうおぇ. 8-912-60-
01-909. ′ぇすぇかぬは.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ]けかはさうえ. 8-908-90-67-974, 
8-904-54-98-500.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお. 8-922-15-09-135.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. ょっす. しぇょ. 8-963-27-32-363.
[╄╉╊┿╋┿

╁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

3 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-3514

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî òåë. 8-800-3001-076 (ñ äîìàøíåãî)

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ (ぉっさっいぇ おけかけすぇは), し ょけ-
しすぇゃおけえ. 8-912-62-11-559.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-

529.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁか. こけょなっきくうお «‶うけくっさ». 
′けゃにえ. 『. 94 す.さ. 8-908-90-64-027.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っかっゃういけさに: «Shivaki» 54 

しき, ち. 2 す.さ., «Panasonic» 72 しき, 
ち. 3 す.さ. 8-902-27-83-749.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ • 【ゃっう. 4-87-29, 8-904-17-22-287, 

8 (343) 213-27-76.
[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇ こうかけさぇきせ (かっくすけつくぇは う 
『╃╉) さぇきとうおう, しすぇくけつくうおう, 
こけょしけぉくにっ さぇぉけつうっ, い/こ けす 10 
す.さ. ╆ゃけくうすぬ し 8-00 ょけ 17-00 つ. 
4-34-29 (ぃかうは).

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお くぇ きっすぇかかけこさけおぇす, 
きぇす. けすゃ., い/こ 30 す.さ. (343) 345-08-
66, 8-904-98-47-531.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨こっさぇすけさ ‶╉ ゃ けすょっか しぉにすぇ 
(いくぇくうっ «1]»), ぉせたゅぇかすっさ (いくぇくうっ 
«1]»). 8-909-01-61-095.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぉけさとうお-おけきこかっおすけゃとうお 

くぇ しおかぇょ. 8-963-05-08-225.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し か/ぇ ょかは そうい. かうちぇ, 
い/こ 15 す.さ. + ぉっくいうく, けぉっょ. 8-912-
27-64-073.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «]かぇょおうっ ゅさっいに» すさっぉせ-
っすしは おうくけかけゅ し けこにすけき さぇぉけすに. 
8-963-04-46-453.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ょきうくうしすさぇすけさ ゃ しぇかけく おさぇ-
しけすに, こけしすけはくくけ, けす 35 かっす. 8-912-
22-95-505.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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 («╂┿-
╆っかぬ», «Isuzu»). 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけきけえとうおう, 2/2, い/こ 
しょっかぬくぇは. 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお (こさうっきけしょぇす-
つうお). ‶さけょせおすに. 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さぇおすけさうしす くぇ ぉぇいせ. 266-30-33.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨たさぇくくうおう ゃ 』¨‶. 266-29-48 
(し 8 ょけ 17).

[╄╉╊┿╋┿

 ╆くぇおけきしすゃぇ ‶さけょせおすに こうすぇくうは
• ╋せあつうくぇ 27 かっす, ぉっい ゃ/こ. ‶け-
いくぇおけきうすしは し ょっゃせておけえ けす 22 かっす, 
ぉっい ゃ/こ. 8-963-04-92-420.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお, 5 さぇいさはょ, ぉっい ゃ/こ. 
8-922-10-67-419.

[╄╉╊┿╋┿

╇とせ さぇぉけすせ

4 なかうちあしみ けつたそしせみかてつみ 2 えそおあ, 
¡í¡ Öñö ï Öí½ó ÇÜë　ôÜ ¿0ßó½ÜÇÜ 

½Ü¢í, ï▲Öí, äíä▲, ÑñÑÜü¡ó
╉】╆『《╇』[¨｠ 』かちえかみ ╈かちすあせそうけねあ.
々●＄┸ ＆◎☆ £§°＊ ＄℃☆ ％ ★☆＠§％◎┸ ★☆＠↑§％◎＄ ￥☆′○※＠ ●＊☆″☆＠┻

‖←′％＠┸ ★☆＠§％＠┸ ●＆☆○′％＠┻
｜°＠°┸ ¢＄§°┸ ￥☆△〒┸ ″§◇＆ “＄○＄¢°

1 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ
せてかぇ うい あういくう ゃっすっさぇく こぇしこけさすくけえ しかせあぉに 

¨╁╃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ

『｠╂┿′¨╁┿ ′うくぇ ]すっこぇくけゃくぇ
ぁすけ ぉにか ょけぉさにえ う けすいにゃつうゃにえ つっかけゃっお. 

╁にさぇあぇっき うしおさっくくうっ しけぉけかっいくけゃぇくうは さけょくにき う 
ぉかういおうき う しおけさぉうき ゃきっしすっ し くうきう.

╉けかかっおすうゃ きうゅさぇちうけくくけえ しかせあぉに ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ



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»

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• けぉさっいくぇは ょけしおぇ -

けす 3000 させぉ.
• くっけぉさっいくぇは ょけしおぇ - 

けす 1500 させぉ. 
• ぉさせし • ぉさせしけお

• ゅけさぉにかぬ • しさっいおぇ
• ゃぇゅけくおぇ 

• こけかけゃぇは ょけしおぇ
8-919-37-41-219

[╄
╉╊

┿╋
┿

15brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
3 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà

]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

{ ぁおしおかのいうゃくにっ 
おけゃぇくにっ ういょっかうは:
* ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ
* ちゃっすに

{ ╊っしすくうちに, こっさうかぇ 
{ ╆ぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは

3-04-45,  8-902-87-05-333

]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

•ぴぎぜぎぞど  
•でぎどとん ¡¿íÑÜôÖí　      
•だゎづんぐがぎぞごぎ «ぎÇÜ£í» 
•ゎゑだげがご   •でとだゐぼ  •ぷごぱぎづ
•ぱんぞぎづん   •ゎごぢでだとんづどだぞ    
•とぎづんぜげごど   •ぢぎでだと ëñôÖÜú  
•ぢぎぞだぢずんでど
•どゑごぞゐずだと 
•でばびごぎ でぜぎでご
•だどでぎゑ, べぎゐぎぞぽ  
•ずごでど ÜîóÖ¡ÜçíÖÖ▲ú
•ぢごずだぜんどぎづごんず ½3 - 4900 ë.

[╄
╉╊

┿╋
┿

ヱ━┑┍┐┄┏━┇┐  ゲダ ド┊┚─┇┌ カ. ヱ.

* ┅┄┐┑┞┌┍-┎┍┉┏〞┐┍┖┌┚┄ ┏〞─┍┑┚
* ┎┍┊┇┏┍━┉〞 ┉┒┆┍━〞
* ┎┍┉┏〞┐┉〞 ┍┃┌┍│┍ ├┊┄┋┄┌┑〞 ┍┑ 2000 ┏┒─┊┄┈
* ━┐┄ ━┇┃┚ ┐┊┄┐〞┏┌┚└ ┏〞─┍┑
* ┏┄┋┍┌┑ └┍┃┍━┍┈, ヴカヅ, ザダダ

┒┊. ブ┇┊┍━┐┉〞┞, 30, ┊┇┑┄┏ ガ, ┑┄┊. 8-902-87-31-327

ケ┛┅┇┄ ┌─┑┒┅┐─
｠│─┊┓─┖┈┟ ─│┒┎┌┎━┈┋┟ ┄┎ ─│┒┎┑┅┐│┈┑─ カギデヂズヮドゾダ

━┐┄ ━┇┃┚ ┐┊┄┐〞┏┌┚└ ┏〞─┍┑
┏┄┋┍┌┑ └┍┃┍━┍┈, ヴカヅ, ザダダ

｠│─┊┓─┖┈┟ ─│┒┎┌┎━┈┋┟ ┄┎ ─│┒┎┑┅┐│┈┑─ カギデヂズヮドゾダ

[╄
╉╊

┿╋
┿

Îòêðûòèå!
Áåñêîíòàêòíàÿ ìîéêà

ぎとんが, 23 ¡½, 
äÜçÜëÜö Öí ä. でíÑÜç▲ú, んげで «ずÜ¡Üú¿»

202-57-07

ぎとんが, 23 ¡½, ぎとんが, 23 ¡½, 

[╄╉╊┿╋┿

ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ
8-912-69-99-918
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
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

[╄
╉╊

┿╋
┿

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 2000 ë., 1000 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

[╄╉╊┿╋┿



╋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.

¨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.

╂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 65675 〈うさぇあ 3840. ̈ ぉなっき 4 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

╂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 ╀[｠╊╇′┿ - 4-90-34.
¨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

‶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”.

3 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-3516

╊╄』╄′╇╄:
• 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

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

〈¨╊を╉¨ ¨╃╇′ ╃╄′を!
11 そっゃさぇかは し 10.00, ╃ゃけさっち きけかけょっあう, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 7

′けゃっえてぇは おけきこぬのすっさくぇは ょうぇゅくけしすうおぇ しけしすけはくうは いょけさけゃぬは 
ゃしっゅけ けさゅぇくういきぇ いぇ 1 つぇし. 

『っくぇ ょかは さぇぉけすぇのとうた – 2000 させぉ., ょっすはき, こっくしうけくっさぇき – 1500 させぉ.

┫╄]╉〈ょ╉』 《〉『╉ぃ╉〈′╉ 《》╄‶』′を╉『‶′ ╆『╉‒ 『《╉｠′╄[′『』〉╆ ┨′╄╇〈〉『』′を╉『‶〉╇〉 ｠╉〈』》╄.
┰╉』〉╈ 〉╅『[╉╈〉╆╄〈′ょ ╅╉╋〉《╄『╉〈, 【╈〉╅╉〈, ╅╉╋╅〉[╉╋〈╉〈〈ぇ¨ ╈[ょ [ゅ╅〉╇〉 ╆〉╋》╄『』╄.

* ′ぇ きけくうすけさっ おけきこぬのすっさぇ きけあくけ せゃうょっすぬ けさゅぇくに, すおぇくう う おかっすおう つっかけゃっおぇ, ぇ 
ゅかぇゃくけっ – ゃにはゃうすぬ うくょうゃうょせぇかぬくせの こさっょさぇしこけかけあっくくけしすぬ こぇちうっくすぇ お しぇきにき 
しっさぬっいくにき いぇぉけかっゃぇくうはき.
* 〉しすぇくけゃうすぬ すけつくにえ ょうぇゅくけい, すけつくけ けちっくうすぬ そせくおちうの ねくょけおさうくくにた あっかっい: 

とうすけゃうょくけえ あっかっいに, くぇょこけつっつくうおけゃ, ゅうこけそういぇ, こけょあっかせょけつくけえ あっかっいに う ょさ.
* ╁にはゃうすぬ きうおさけぉに う ゅかうしすくにっ うくゃぇいうう: たかぇきうょうう, しすぇそうかけおけおおう, きうおけこかぇいきに, 

すさうたけきけくぇょに, かはきぉかうう, ぇしおぇさうょに う す.ょ.
* ╁にはゃうすぬ ぇかかっさゅっくに.
* ‶さけゃっしすう うくょうゃうょせぇかぬくにえ おけきこぬのすっさくにえ こけょぉけさ う くぇいくぇつっくうっ くけゃっえてうた 

ゃにしけおけねそそっおすうゃくにた そうすけこさっこぇさぇすけゃ くけゃけゅけ こけおけかっくうは, さっおけきっくょけゃぇくくにた ╋うくいょさぇゃけき.

╁っょっくうっ こぇちうっくすぇ ょけ ゃにいょけさけゃかっくうは.
╆ぇこうしぬ こけ すっかっそけくせ: 8-963-03-38-123

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

Ç. ぜÜï¡çí. でñëöóâó¡íö-づだでで RU.ME55. ん01082. ぢíöñÖö-2142826.
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ん
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ん

[╄
╉╊

┿╋
┿
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╉╊

┿╋
┿

Òàêñè 

«Ëàíäî+»
{〈′╋‶′╉ ｠╉〈ぇ
{╅ぇ『』》╄ょ 《〉╈╄を╄ ]╄ぁ′〈ぇ
{《》〉】╉『『′〉〈╄[ぉ〈ぇ╉ 
╆〉╈′』╉[′
{《〉╉╋╈‶′ 〉』 50 》【╅[╉¨

8-909-00-53-707
êðóãëîñóòî÷íî

かせつてっっ すぇおしう ゅけさけょぇ

[╄╉╊┿╋┿

╋ぇゅぇいうく "‶さけゃうぇくす"
こさうゅかぇてぇっす ゃぇし いぇ こけおせこおぇきう!

 RBJHDBC <U;HJ IJH>MDLH<
 H<HSB B NJMDLU
 DHG>BL?JKDB? BA>?EBY, LHJLU
 :EDH=HEVGU? G:IBLDB
 ;ULH<:Y OBFBY B FGH=H? >JM=H?

し 9-00 ょけ 20-00 つぇしけゃ

[╄
╉╊

┿╋
┿

こさっょなはゃうすっかの おせこけくぇ しおうょおぇ 3%



╀っさっいけゃしおうえ すさぇおす, 4/1 (┿ゃすけきけかか)

[╄╉╊┿╋┿

ゑ▲ëí¢í0 ïñëÑñôÖÜ0 ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá 
ëíßÜöÖó¡í½ ゎだゑが

とÜ£ÖñîÜçÜú ぞ. ó とÜ¿äí¡ÜçÜ ん. 
£í ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ Ü¡í£íÖÖÜ0 äÜ½Üàá ó 

ïÜÑñúïöçóñ äëó çÜ£çëíöñ öñ¿ñâÜÖí.

ä. でíëíäÜ¿¡í, ぜ　ÇÜÖá¡óê づ. ご.

Äîðî>îé íàB 
Êðèâèëåâ Èâàí ÈâàíîâèA!
Ïîç?ðàâëÿåì Âàñ ñ Dáèëååì!

Ó÷èòåëü, õóäîæíèê, ìóçûêàíò è ïîýò
Æåëàåì ïðîæèòü Âàì áîëüøå ñòà ëåò!

Ïóñòü ñåðäöå âåòåðàíà 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Íå çíàåò ãîðåñòåé, ïå÷àëåé! 

Æåëàåì âå÷íîé ìîëîäîñòè Âàøåé äóøè
È êðåïêîãî-êðåïêîãî çäîðîâüÿ!

Ñåìüÿ: Áåíäåð Ìèíà Ãåîðãèåâíà, Åâãåíèÿ, Ñàøà

Âñòðå÷àåì âåñíó 
â ÿðêîì ðàçíîöâåòüå

Ш:JNU,  IE:LDB,  I?JQ:LDB, 
H;M<V <?K?GGYY

Распродажа зимней от 700 рублей

5-6 そっゃさぇかは
╃ゃけさっち きけかけょっあう

[╄
╉╊

┿╋
┿

┤┦┶┲┼┮┲┯┤ 

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 [╄╉╊┿╋┿



5 и 6 февраля с 10 до 19 часов 
Дворец молодежи

½ñêÜçí　 　ë½íë¡í 
«ぢ　öóÇÜëï¡óñ üÜß▲»

［▲§＠■▽▼％＆◇⊃⊂▼▽⊃ ▽§★■□□∋§ ▽◎○＠◎○ ○ ▲％▽▽▲■↑◎％┻ ［▲○ ▽§＃§ 
○◆§▼⊆ △％▽△■▲▼ ○ ▽▼▲％→■＆■§ △§□▽○■□□■§ ※＠■▽▼■＆§▲§□○§┻
ぐÑñ½ çíï, Üçí¢íñ½▲ñ äÜ¡Üäíöñ¿ó, äÜ íÑëñïÜ:

ул. Театральная, 7

[╄
╉╊

┿╋
┿

＠◇◎☆§ ☆◎ ぐく くくく ○◇′＊＄＃      §◇Ｚ○％↑ ☆◎ けご くくく ○◇′＊＄＃
§☆○＆° ☆◎ げく くくく ○◇′＊＄＃       ●◇○☆＆ ☆◎ けご くくく ○◇′＊＄＃

＄§☆◎ ☆◎ こく くくく ○◇′＊＄＃

9, 10, 11 ôåâðàëÿ, Äâîðåö ìîëîäåæè 
(せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 7)

Ãðàíäèîçíàÿ ÿðìàðêà-ïðîäàæà 
íàòóðàëüíîãî ìåäà

ëèïîâûé, ãðå÷èøíûé, àêàöèåâûé, ìàéñêèé, áîÿðûøíè-

êîâûé, ïîëåâîå ðàçíîòðàâüå, êàøòàíîâûé, äîííèêîâûé, 

òàåæíûé, øàëôåéíûé è äðóãèå. Ïðîäóêöèÿ ï÷åëîâîäñòâà. 

Ïðîõîäèò äåãóñòàöèÿ.

Ìåäîâàÿ êîìïàíèÿ «Ñàíäàëîâ» – ýòî 10 ëåò äîáðîñî-

âåñòíîãî òðóäà íà ìåäîâîì ðûíêå Ðîññèè.

ëèïîâ

êîâûé

òàåæí

Ïðîõîäè

Ìåäîâ

âåñòí

×àñû ðàáîòû ñ 9-00 äî 19-00 ÷àñîâ

Ìåä «Ñàíäàëîâ», ã. Êèðîâ
Áîãàòûé àññîðòèìåíò, âûñîêîå êà÷åñòâî, äîñòóïíûå öåíû!

さっ
おか

ぇき
ぇ

Â ïðîäàæå áîëåå 15 ñîðòîâ ìåäà ñî âñåé Ðîññèè:


