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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
╁けしおさっしっくぬっ, 6 そっゃさぇかは
‶ぇしきせさくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -9-11, くけつぬの - 14-16

╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 725 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 7 そっゃさぇかは
‶ぇしきせさくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ,
ょくひき -8-10, くけつぬの -11-13
╁っすっさ ゃけしすけつくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 716 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 8 そっゃさぇかは
‶ぇしきせさくけ, 

ょくひき -13-15, くけつぬの -18-20
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 713 きき さす.しす.
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′うおけかぇえ ╉¨╋¨[′╇╉¨╁, あうすっかぬ こけしひかおぇ 【うかけゃおう
] ╁うおすけさけき ╇ゃぇくけゃうつっき ╋ぇおしうきけ-

ゃにき は こけいくぇおけきうかしは こはすぬょっしはす かっす 
くぇいぇょ, おけゅょぇ さぇぉけすぇか ゃ しけゃたけいっ 【う-
かけゃしおうえ しすけかはさけき. ]さぇいせ ゃにはしくうかけしぬ, 
つすけ くぇし きくけゅけっ けぉなっょうくはっす: くっ すけかぬおけ 
けぉとっっ きっしすけ さぇぉけすに, くけ う しこけさすうゃくにっ 
うくすっさっしに.

ぅ ぉにか しゃうょっすっかっき すけゅけ, おぇお こけょ っゅけ させ-
おけゃけょしすゃけき ゃ ょっさっゃはくくけき おかせぉっ さぇぉけつうっ 
しけゃたけいぇ こけしかっ さぇぉけつっえ しきっくに こけょくうきぇかう 
ょゃせたこせょけゃにっ ゅうさう, ゅけすけゃはしぬ お けぉかぇしすくにき 
しけさっゃくけゃぇくうはき. ′ぇつうくぇは し 1965 ゅけょぇ, おけ-
きぇくょぇ しけゃたけいぇ 【うかけゃしおけゅけ きくけゅけ かっす こけょ-
さはょ しすぇくけゃうかぇしぬ こけぉっょうすっかっき けぉかぇしすくにた 
しけさっゃくけゃぇくうえ ╃]¨ (╃けぉさけゃけかぬくけゅけ しこけさ-
すうゃくけゅけ けぉとっしすゃぇ) «〉さけあぇえ», ぇ ╁うおすけさ 
╇ゃぇくけゃうつ – つっきこうけくけき ゃ しゃけひき くぇうかっゅつぇえ-
てっき ゃっしっ. ]ぇきにき せしこってくにき ぉにか ゅけょ 1974-

にえ: ゃ 〈ぇきぉけゃっ, くぇ さけししうえしおけき こっさゃっくしすゃっ 
おけきぇくょぇ いぇくはかぇ こっさゃけっ きっしすけ, ぇ つっきこうけくけき 
せあっ ゃ こはすにえ さぇい しすぇか ╋うたぇうか ‶ぇすさせてっゃ, 
ぇゅさけくけき, あうすっかぬ こけしひかおぇ 【うかけゃおう.

〉しこったう ぉにかう くっ すけかぬおけ ゃ しこけさすっ, くけ う くぇ 
すさっくっさしおけえ さぇぉけすっ. 

– ¨ょくぇあょに, – さぇししおぇいにゃぇっす ╁うおすけさ ╇ゃぇ-
くけゃうつ, – おけ きくっ こさうてひか ょゃっくぇょちぇすうかっすくうえ 
きぇかぬつうお. 〈けゅょぇ は ゃひか しっおちうの すはあひかけえ ぇす-
かっすうおう ゃ しこけさすこぇゃうかぬけくっ «╂けさくはお». [ぇくぬてっ 
つっすにさくぇょちぇすう かっす こさうくうきぇすぬ しのょぇ くっ さぇい-
さってぇかけしぬ, くけ くぇ しゃけえ しすさぇた う さうしお は さぇい-
さってうか きぇかぬつうおせ いぇくうきぇすぬしは. ¨く けおぇいぇかしは 
くぇしすけはとうき しぇきけさけょおけき. 

‶さけてかけ ゃしっゅけ てっしすぬ かっす, う うきは ゃけしこうすぇく-
くうおぇ ╁うおすけさぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ ′うおけかぇは ╂させいょっゃぇ 
いくぇかぇ くっ すけかぬおけ しすさぇくぇ, くけ う ゃっしぬ きうさ. ╁ 
1976-き ゅけょせ くぇ つっきこうけくぇすっ きうさぇ こけ てすぇく-

ゅっ けく けぉけてひか しこけさすしきっくぇ うい ╀けかゅぇさうう う 
せしすぇくけゃうか くけゃにえ きうさけゃけえ さっおけさょ ゃ すけかつおっ 
200,5 おゅ.

╉けゅょぇ ╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ ゃにてっか くぇ こっく-
しうの, けく しけ しゃけうきう ゃくせつおぇきう 10-12 かっす こけ-
きけゅぇか きくっ いぇゅけすぇゃかうゃぇすぬ しっくけ ょかは おけさけゃに. 
╉ ねすけきせ ょっかせ けく こさうゃにつっく し ょっすしすゃぇ. ╁ ゃけ-
っくくにっ ゅけょに, ょっしはすうかっすくうき きぇかぬつうおけき, こけ-
しかっ ょっしはすう-ょゃっくぇょちぇすうつぇしけゃけえ しきっくに くぇ 
すけおぇさくけき しすぇくおっ, ゅょっ けく けぉすぇつうゃぇか しくぇさはょに 
ょかは «╉ぇすのて», ╁うおすけさ ╋ぇおしうきけゃ ぉっあぇか くぇ 
こけおけし. ╉けさけゃせ すけゅょぇ くぇいにゃぇかう «おけさきうかう-
ちっえ».

╁ 【うかけゃおっ ╁うおすけさぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ ゃしっ いくぇのす 
う かのぉはす, っゅけ きくけゅけっ しゃはいにゃぇっす し ねすうき こけ-
しひかおけき. ╁ こけしかっょくうっ つっすにさっ ゅけょぇ くっ ぉにかけ 
すぇおけゅけ こさぇいょくうおぇ ゃ 【うかけゃおっ (╃っくぬ こけしひか-
おぇ, ╃っくぬ ‶けぉっょに), ゅょっ けく くっ こさうくうきぇか ぉに 

せつぇしすうっ: うかう しゃけう おぇさすうくに くぇ ゃにしすぇゃおせ 
こさうくっしひす, うかう かうさうつっしおせの こっしくの くぇ ぉうし 
しこけひす. ┿ いぇ ゅさうぉぇきう う はゅけょぇきう ゃしっゅょぇ うょひす 
ゃ てうかけゃしおうえ かっし うかう くぇ てうかけゃしおうえ ゃけょけひき.

‶はすけゅけ そっゃさぇかは せ ╁うおすけさぇ ╋ぇおしうきけゃぇ 
のぉうかっえ. ′ぇ ゃけこさけし, つすけ っきせ こけきけゅかけ しけ-
たさぇくうすぬ いょけさけゃぬっ ゃ すぇおけき ゃけいさぇしすっ, けすゃっ-
すうか: «′うおけゅょぇ くっ こうか, くっ おせさうか, いぇくうきぇかしは 
しこけさすけき う くっ こさうくうきぇか ぇくぇぉけかうおけゃ».

‶さけてかけ こはすぬょっしはす かっす しけ ょくは くぇてっゅけ 
いくぇおけきしすゃぇ, ぇ ょさせあぉぇ くぇてぇ こさけょけかあぇっすしは, 
おさっこくっす, おぇお ういゃっしすおけゃけっ すっしすけ ゃ おうさこうつ-
くけえ おかぇょおっ. ╉けゅょぇ-すけ ょぇゃくけ すうすせかけゃぇくくにっ 
けしけぉに こさうしけっょうくはかう お しゃけっきせ うきっくう くぇいゃぇ-
くうっ きっしすっつおぇ, ゅょっ くぇたけょうかけしぬ うた うきっくうっ. 
╁うおすけさせ ╇ゃぇくけゃうつせ は こさうしゃけうか ぉに すうすせか 
«【うかけゃしおうえ» – すぇお たけさけてけ いくぇのす う かのぉはす 
っゅけ ゃ くぇてっき こけしひかおっ.

┿ょきうくうしすさぇちうは う ╃せきぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ こけいょさぇゃかはのす 

ぜんとでごぜだゑん ゑó¡öÜëí ごçíÖÜçóôí, 
‶けつひすくけゅけ ゅさぇあょぇくうくぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ 

し 85-かっすうっき しけ ょくは さけあょっくうは.
《さぇいぇ «くっ しすぇさっっす ょせてけえ» おぇお くっかぬいは おしすぇすう こけょ-

たけょうす ╁うおすけさせ ╇ゃぇくけゃうつせ. ╄ゅけ うくすっさっし お あういくう し ゃけい-
さぇしすけき くっ せきっくぬてぇっすしは. ╁ かのぉけえ しゃけっえ ょっはすっかぬくけしすう 

けく こけ-こさっあくっきせ ょけぉうゃぇっすしは さっいせかぬすぇすけゃ. ╂かぇゃくけっ 
たけぉぉう っゅけ あういくう – しこけさす. ╁ きけかけょけしすう – こさういひさ けぉ-
かぇしすくにた う さけししうえしおうた つっきこうけくぇすけゃ; ゃ いさっかにっ ゅけょに 
– すさっくっさ, こけょゅけすけゃうゃてうえ きぇしすっさけゃ しこけさすぇ, つっきこう-
けくけゃ ╄ゃさけこに う [けししうう; ゃ こけつすっくくけき ゃけいさぇしすっ – おぇお 
せつぇしすくうお ぇおちうう «╀っさひいけゃしおうえ – ちゃっすせとうえ ゅけさけょ» 

ゃくけゃぬ ゃ つうしかっ こけぉっょうすっかっえ.
¨す ゃしっえ ょせてう こけいょさぇゃかはっき ╁うおすけさぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ し のぉう-
かっっき! ╅っかぇっき いょけさけゃぬは, ょけかゅうた かっす あういくう う ょぇかぬくっえ-

てっゅけ ぇおすうゃくけゅけ せつぇしすうは ゃ ゅけさけょしおうた こさけっおすぇた.
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そっゃさぇかは 1926 ゅけょぇ. ╁ ╁っかうおせの ¨すっつっしすゃっくくせの ゃけえくせ さぇぉけ-
すぇか すけおぇさっき ゃ 『[╂¨ くぇ ゃにこせしおっ ゃけっくくけえ こさけょせおちうう. ‶けしかっ 
けおけくつぇくうは すったくうおせきぇ こけかせつうか ょうこかけき すったくうおぇ ぇさたうすっおすせさ-
くけゅけ こさけっおすうさけゃぇくうは う こけ おけきしけきけかぬしおけえ こせすひゃおっ せったぇか ゃ 
〈せゅせかにき, ゅょっ ょっゃはすぬ かっす ゃけいゅかぇゃかはか しすさけうすっかぬくにえ けすょっか 
うしこけかおけきぇ. ╁っさくせゃてうしぬ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, さぇぉけすぇか こさけさぇ-
ぉけき 〉╉]ぇ ╀【]〉,  ぇ こけしかっ っゅけ かうおゃうょぇちうう – くぇ させょくうおっ うき. 
].╋. ╉うさけゃぇ. ╋くけゅけ いぇくうきぇかしは しこけさすけき う あうゃけこうしぬの. ′ぇ 
けぉかぇしすくにた しけさっゃくけゃぇくうはた くっ さぇい いぇくうきぇか こさういけゃにっ きっしすぇ 
こけ ぉけさぬぉっ, てすぇくゅっ, ゅうさはき. 25 かっす させおけゃけょうか しっおちうっえ すはあひ-
かけえ  ぇすかっすうおう こさう させょくうおっ うき. ].╋. ╉うさけゃぇ. 

╅うゃけこうしぬ ╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ くっ けしすぇゃかはっす う しっゅけょくは, せつぇ-
しすゃせは ゃ ゅけさけょしおうた う けぉかぇしすくにた たせょけあっしすゃっくくにた ゃにしすぇゃおぇた. 
╋くけゅうっ さぇぉけすに ╋ぇおしうきけゃぇ せおさぇてぇのす ておけかに う きせいっう, ょけきぇ 

ぉっさっいけゃつぇく. ╃っしはすぬ さぇぉけす こさうけぉさっすっくに ゅさぇあょぇくぇきう 』ったうう 
う ╂っさきぇくうう. ╁ 2009-き ╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ こけすっさはか しゃけの しせ-
こさせゅせ, し おけすけさけえ こさけあうか 59 かっす… ′け っゅけ こけょょっさあうゃぇのす 
ょけつぬ, しにく, ゃくせつおう う こさぇゃくせつおう. 

〈させあっくうお すにかぇ, けく くぇゅさぇあょひく きっょぇかはきう «╆ぇ ょけぉかっしすくにえ 
すさせょ ゃ ╁¨╁» う «╁っすっさぇく すさせょぇ». ╁うおすけさ ╋ぇおしうきけゃ – ‶けつひす-
くにえ ゅさぇあょぇくうく ╀っさひいけゃしおけゅけ, ‶けつひす-
くにえ つかっく けぉとっしすゃぇ «〉さけあぇえ», «╇く-
しすさせおすけさ-けぉとっしすゃっくくうお ]]][», 
けすかうつくうお そういうつっしおけえ おせかぬすせさに, 
ゃっすっさぇく しこけさすぇ [けししうう. ┿ 
っとひ ねすけ いぇきっつぇすっかぬくにえ たせ-
ょけあくうお, うくすっさっしくにえ つっかけ-
ゃっお う ゃっさくにえ ょさせゅ. 
] のぉうかっっき, ╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ!

╂っくっさぇかぬくにえ ょうさっおすけさ ¨¨¨ «╀っさひいけゃしおけっ させょけせこさぇゃかっくうっ» ′ぇぉうせかかうく 《.╋.

すさせょ ゃ ╁¨╁» う «╁っすっさぇく すさせょぇ». ╁うおすけさ ╋ぇおしうきけゃ – ‶けつひす-
くにえ ゅさぇあょぇくうく ╀っさひいけゃしおけゅけ, ‶けつひす-
くにえ つかっく けぉとっしすゃぇ «〉さけあぇえ», «╇く-
しすさせおすけさ-けぉとっしすゃっくくうお ]]][», 
けすかうつくうお そういうつっしおけえ おせかぬすせさに, 
ゃっすっさぇく しこけさすぇ [けししうう. ┿ 

] のぉうかっっき, ╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ!] のぉうかっっき, ╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ!] のぉうかっっき, ╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ!] のぉうかっっき, ╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ!

╂っくっさぇかぬくにえ ょうさっおすけさ ¨¨¨ «╀っさひいけゃしおけっ させょけせこさぇゃかっくうっ» ′ぇぉうせかかうく 《.╋.╂っくっさぇかぬくにえ ょうさっおすけさ ¨¨¨ «╀っさひいけゃしおけっ させょけせこさぇゃかっくうっ» ′ぇぉうせかかうく 《.╋.

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
1752 ゅけょ – うきこっさぇすさうちぇ ╄かう-

いぇゃっすぇ ‶っすさけゃくぇ せつさっょうかぇ こさぇ-
ゃけしすけさけくくっっ ょゃうあっくうっ, こけゃっかっゃ 
ゃしっき おけくくにき こけゃけいおぇき ょっさあぇすぬ-
しは こさぇゃけえ しすけさけくに せかうちに. 

1861 ゅけょ – ╉けせかきっく ]っかかっさし 
(《うかぇょっかぬそうは, ]【┿) いぇこぇすっく-
すけゃぇか おうくけぇここぇさぇす.
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TERRA LIBERA, ′┿ ╁｠╀¨[｠!
╇》 ¨]〈┿╁┿╊¨]を 〈¨╊を╉¨ 〈[¨╄?

╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
┿ ゃけす つひすおけゅけ けすゃっすぇ こけおぇ くっ きけあっす ょぇすぬ くうおすけ. 

╄とひ こけいぇゃつっさぇ きに せゃっさっくくけ きけゅかう せすゃっさあょぇすぬ, つすけ 
し こさっょゃにぉけさくけえ ょうしすぇくちうう しけてかぇ 〈ぇきぇさぇ ╂けかけゃくは 
– ういぉうさおけき けすおぇいぇか っえ ゃ さっゅうしすさぇちうう. 【っしすぬ きう-
くせし けょうく. ╁つっさぇ しすぇかけ ういゃっしすくけ, つすけ おぇくょうょぇすけき くぇ 
ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに ゅけさけょぇ くっ きけあっす しすぇすぬ う 〈ぇすぬはくぇ 
┿さすっきぬっゃぇ. 【っしすぬ きうくせし ょゃぇ.

〈けつくけ ういゃっしすくけ, つすけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくに おぇくょうょぇ-
すに けす こぇさすうえ ╄[ う ╊╃‶[ – ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ う ┿くょさっえ 
╀ぇさおっっゃ. ‶けょこうしう ゃ こけかぬいせ しぇきけゃにょゃうあっくちぇ うい ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅぇ ぃさうは ╄かぇくちっゃぇ こけおぇ っとひ こさけゃっさはのすしは. 

┿ こけょこうしくにっ かうしすに ょさせゅけゅけ しすけかうつくけゅけ しぇきけゃにょゃう-
あっくちぇ ′うおけかぇは ╃せょおけ くっ こさうくはすに, くけ う けすおぇいぇ ゃ さっ-
ゅうしすさぇちうう すけあっ くっす. 

╉ぇお ゃ ぇくっおょけすっ こさけ すさひた こさっそっさぇくしうしすけゃ ゃ ぇょせ: 
〈けかぬおけ さぇいょぇかう おぇさすに くぇ すさけうた, おぇお こけはゃうかしは つっす-
ゃひさすにえ. 〈けかぬおけ さぇいょぇかう くぇ つっすゃっさにた – つっすゃひさすにえ 
うしつっい, こけすけき しくけゃぇ こけはゃうかしは. 

– 〈ぇお すに ぉせょってぬ うゅさぇすぬ うかう くっす? – しこさぇてうゃぇのす 
すさけっ ゅさってくうおけゃ. 

– ′っ いくぇの, きせあうおう, は っとひ ゃ さっぇくうきぇちうう.
‶けょけあょひき っとひ きぇかっくぬおけ, ぇゃけしぬ う はしくけしすう こさうぉぇゃうすしは…

╉¨╋╋〉′┿╊╉┿
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╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╋′¨╂╇╄ あうすっかう ]けゃっすしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ ゃ こけしかっょくっっ 
ゃさっきは けぉさぇとぇかうしぬ ゃ さっょぇおちうの し けょくけえ う すけえ あっ こさっすっく-

いうっえ: こけつっきせ くっ いぇさにゃぇのす すさぇくてっの いぇ ょけきけき わ24 くぇ せかうちっ 
╇しぇおけゃぇ? ]っゅけょくは しすぇかけ ういゃっしすくけ, つすけ ょっかけ しょゃうくせかけしぬ し きひさす-
ゃけえ すけつおう, くけ ゃけいくうおかう くっけあうょぇくくにっ こさっこはすしすゃうは. 

[ぇぉけすに くぇ きぇゅうしすさぇかう ╀╋-9 
ゃっょせすしは し けしっくう こさけてかけゅけ ゅけょぇ, 
おけゅょぇ しけゃきっしすくにきう せしうかうはきう 
しこっちうぇかうしすけゃ ¨¨¨ «]ゃっさょかけゃ-
しおぇは すっこかけしくぇぉあぇのとぇは おけきこぇくうは 
(]〈╉)», おけすけさぇは けそうちうぇかぬくけ けぉ-
しかせあうゃぇっす ねすう しっすう, う ¨¨¨ «╅╉》-
》けかょうくゅ» ぉにかう かうおゃうょうさけゃぇくに 
しっさぬひいくにっ ょっそっおすに すさせぉ. ‶けおぇ 
てかう さぇぉけすに (ぇ ねすけ くっ きっくっっ こけかせ-
すけさぇ けしっくくうた きっしはちっゃ), ょっゃはすくぇょ-
ちぇすぬ ょけきけゃ ゃ きうおさけさぇえけくっ あうかう 
ぉっい ゅけさはつっえ ゃけょに. ╆ぇすっき ぇゃぇさうは 
ぉにかぇ せしすさぇくっくぇ, くけ きぇゅうしすさぇかぬ 
っおぇすっさうくぉせさゅしおうっ おけききせくぇかぬとう-
おう すぇお う くっ いぇおさにかう, ぉかぇゅけせしすさけえ-
しすゃけ すっささうすけさうう くっ こさけういゃっかう. 
╀けかぬてぇは つぇしすぬ こぇさはとっえ すさぇくてっう 
(ゃしっゅけ っひ ょかうくぇ しけしすぇゃかはっす くっ きっ-
くっっ しすぇ きっすさけゃ, ぇ てうさうくぇ – くっ きっ-
くっっ てっしすう), こけ しせすう, しすけうす けすおさに-

すけえ う しっゅけょくは, ゃ くぇつぇかっ そっゃさぇかは. 
〈けかぬおけ し けょくけゅけ おさぇは せかけあっくけ くっ-
しおけかぬおけ ぉっすけくくにた こかうす.

╉ぇお こけはしくうかう ゃ こさっしし-しかせあぉっ 
¨¨¨ «]〈╉», お ょけきせ わ24 くぇ せかうちっ 
╇しぇおけゃぇ しこっちうぇかうしすぇきう ねすけえ けさ-
ゅぇくういぇちうう くっ すぇお ょぇゃくけ ぉにかけ ょけ-
しすぇゃかっくけ くっしおけかぬおけ ょっしはすおけゃ ぉっ-
すけくくにた ぉかけおけゃ. ¨ょくぇおけ くっ せしこっかう 
こさうきっくうすぬ うた こけ くぇいくぇつっくうの, 
おぇお… ぉかけおう ぉにかう せおさぇょっくに.

– ′ぇきう こけょぇくけ いぇはゃかっくうっ ゃ しかっょ-
しすゃっくくにっ けさゅぇくに ゅけさけょぇ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ ゃ しゃはいう し そぇおすけき おさぇあう. 
]っゅけょくは くぇてぇ けさゅぇくういぇちうは こかぇくう-
させっす いぇおせこおせ くけゃにた ぉかけおけゃ, くけ ねすけ, 
おぇお ゃに こけくうきぇっすっ,  こさけちっしし くっ ぉに-
しすさにえ, – ゅけゃけさうす こさっしし-しっおさっすぇさぬ 
¨¨¨ «]〈╉» ′うおけかぇえ ╊っしけゃしおうえ.

╋っあょせ すっき, くっおけすけさにっ うい あうすっ-
かっえ ]けゃっすしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ こけ-

すっさはかう すっさこっくうっ う たけすはす ょけぉうすぬしは 
いぇおさにすうは こさっしかけゃせすけえ こぇさはとっえ 
«はきに» ゃ ぉけかっっ ゃにしけおうた うくしすぇくちう-
はた. 〈ぇお, ゃっすっさぇくけき すさせょぇ ′うおけかぇ-
っき ┿かっおしぇくょさけゃうつっき 』うしすはおけゃにき 
ぉにかけ けすこさぇゃかっくけ こうしぬきけ しけけすゃっす-
しすゃせのとっゅけ しけょっさあぇくうは ゃ こさうひき-
くせの ゅせぉっさくぇすけさぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう ┿. ╋うてぇさうくぇ. ╉ぇお しけけぉとうかう 
しけすさせょくうおう こさうひきくけえ, たけすは しさけお, ゃ 
おけすけさにえ こけ いぇおけくせ くぇ けぉさぇとっくうっ 
ゅさぇあょぇくうくぇ ょけかあっく ぉにすぬ くぇこさぇゃ-
かっく けすゃっす, ょかうすしは ゃ すっつっくうっ きっ-
しはちぇ, あぇかけぉぇ ′. ┿. 』うしすはおけゃぇ せあっ 
くぇこさぇゃかっくぇ «くぇ うしこけかくっくうっ». 

′っかぬいは くっ けすきっすうすぬ, つすけ けぉさぇとっ-
くうっ お ゃにてっしすけはとっえ ゃかぇしすう «つっさっい 
ゅけかけゃせ» きっしすくにた しかせあぉ う させおけゃけょう-
すっかっえ つぇしすけ ぉにゃぇっす くっ すけかぬおけ くっねそ-
そっおすうゃくにき (あぇかけぉせ ゃしひ さぇゃくけ «しこせ-
しおぇのす» くぇ きっしすくにえ せさけゃっくぬ), くけ ゃ 
しかせつぇっ, おけゅょぇ ゃけこさけし きけあくけ ぉにかけ 
さってうすぬ くぇ きっしすっ, – ういかうてくうき. ¨ょ-
くぇおけ, きけあっす ぉにすぬ, ゃ くぇてっき しかせつぇっ 
こけょおかのつっくうっ さっゅうけくぇかぬくけえ ゃかぇしすう 
ょぇしす こけかけあうすっかぬくにっ さっいせかぬすぇすに?

『っくすさ しけょっえしすゃうは こさっょこさうくうきぇすっかぬしすゃせ こさうゅかぇ-
てぇっす しせぉなっおすけゃ きぇかけゅけ う しさっょくっゅけ こさっょこさうくうきぇ-
すっかぬしすゃぇ こさけえすう ぉっしこかぇすくけっ けぉせつっくうっ こけ こさけゅさぇききっ 
«ぁくっさゅけしぉっさっあっくうっ う ねくっさゅけねそそっおすうゃくけしすぬ ゃ ぉうい-
くっしっ» 9, 16 う 24 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ. ‶さけょけかあうすっかぬ-
くけしすぬ おせさしぇ – 8 つぇしけゃ,  せつぇしすくうおう こけかせつぇのす さぇいょぇ-
すけつくにえ きぇすっさうぇか う しっさすうそうおぇす こけ うすけゅぇき けぉせつっくうは. 
¨ぉせつっくうっ こさけゃけょはす しっさすうそうちうさけゃぇくくにっ しこっちうぇかう-
しすに ′¨〉 ╇くあっくっさくぇは ぇおぇょっきうは (ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ). 

╂さぇそうお こさけゃっょっくうは けぉせつっくうは:
9 そっゃさぇかは 2011 ゅ.
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╄さっきうくぇ, 10, ╃╇╁], おけさこせし ╀, 

4 ねすぇあ, こさっしし-ちっくすさ;
16 そっゃさぇかは 2011 ゅ.
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, ╇くあっくっさくぇは ぇおぇょっきうは, せか. ╉さぇし-

くけぇさきっえしおぇは, 4ぉ, 2 ねすぇあ, せつっぉくにえ いぇか;
24 そっゃさぇかは 2011 ゅ.

 ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, ╇くあっくっさくぇは ぇおぇょっきうは, せか. ╉さぇし-
くけぇさきっえしおぇは, 4ぉ, 2 ねすぇあ, せつっぉくにえ いぇか.

‶けしかっ けぉせつっくうは しせぉなっおすに きぇかけゅけ う しさっょくっゅけ 
こさっょこさうくうきぇすっかぬしすゃぇ  こけかせつぇのす ゃけいきけあくけしすぬ こけ-
ょぇすぬ いぇはゃおせ くぇ こけかせつっくうっ しせぉしうょうう う おけきこっくしうさけ-
ゃぇすぬ こさけういゃっょひくくにっ いぇすさぇすに, しゃはいぇくくにっ し こさけゃっ-
ょっくうっき ねくっさゅっすうつっしおうた けぉしかっょけゃぇくうえ, さぇぉけすぇきう ゃ 
けぉかぇしすう ねくっさゅけしぉっさっあっくうは う こけゃにてっくうは ねくっさゅっすう-
つっしおけえ ねそそっおすうゃくけしすう. 

‶さうひき いぇはゃけお くぇ けぉせつっくうっ けしせとっしすゃかはっすしは くぇ 
ゅかぇゃくけえ しすさぇくうちっ しぇえすぇ http://www.nsdelo.ru.

╃けこけかくうすっかぬくせの うくそけさきぇちうの きけあくけ こけかせつうすぬ:
『っくすさ しけょっえしすゃうは こさっょこさうくうきぇすっかぬしすゃせ すっか. (343) 

377-66-73 ]うはすけゃしおぇは ╄かっくぇ  《っょけさけゃくぇ  disp@sofp.ru.
 ┿ょきうくうしすさぇちうは ╀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 

すっか. (34369) 4-49-57 ╉せいぬきうくにた ¨かぬゅぇ ╁かぇょうきうさけゃ-
くぇ ICQ:556-894-494.

╉¨′╉〉[]

╁ ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╋ ¨╀‒ぅ╁╊╄′ 2-╈ ╉¨′╉〉[] ‶[¨╄╉〈¨╁ 
«╂¨[¨╃ ]╁¨╇╋╇ [〉╉┿╋╇»

╃け 1 きぇさ-
すぇ  ゃ さぇきおぇた 
2-ゅけ おけくおせさしぇ 
ゅさぇくすけゃ «╂け-
さけょ しゃけうきう させ-
おぇきう» (2011) 
こさうくうきぇのすしは 
こさけっおすに, くぇ-
こさぇゃかっくくにっ くぇ 

さってっくうっ しけちうぇかぬくにた こさけぉかっき けぉとっしすゃぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.

╉ せつぇしすうの ゃ おけくおせさしっ こさうゅかぇてぇのすしは うくうちうぇすうゃくにっ 
ゅさせここに, けぉとっしすゃっくくにっ けさゅぇくういぇちうう, けぉとっしすゃっくくにっ せつ-
さっあょっくうは, ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ う うくにっ そけくょに, けさゅぇくに 
すっささうすけさうぇかぬくけゅけ けぉとっしすゃっくくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは, ゅけしせ-
ょぇさしすゃっくくにっ う きせくうちうこぇかぬくにっ せつさっあょっくうは, ぇゃすけくけきくにっ 
くっおけききっさつっしおうっ けさゅぇくういぇちうう, くっおけききっさつっしおうっ こぇさすくひさ-
しすゃぇ, こけすさっぉうすっかぬしおうっ おけけこっさぇすうゃに. ′っ きけゅせす せつぇしすゃけ-
ゃぇすぬ: こけかうすうつっしおうっ こぇさすうう, さっかうゅうけいくにっ けぉなっょうくっくうは, 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ おけさこけさぇちうう, おけききっさつっしおうっ けさゅぇくういぇ-
ちうう, けさゅぇくに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう.

¨ょうく いぇはゃうすっかぬ きけあっす こさっょしすぇゃうすぬ くっ ぉけかっっ すさひた こさけっお-
すけゃ. ╁ 2011 ゅけょせ すっきぇすうおぇ いぇはゃけお きけあっす ぉにすぬ かのぉけえ.

╋ぇおしうきぇかぬくにえ さぇいきっさ そうくぇくしうさけゃぇくうは – 50000 させ-
ぉかっえ.

]さけお こけょぇつう いぇはゃおう – ょけ 1 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ. [ぇししきけ-
すさっくうっ いぇはゃけお – ょけ 1 ぇこさっかは. 

10 そっゃさぇかは ゃ 17.00 ゃ いょぇくうう ┿ょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ ゃ 
いぇかっ いぇしっょぇくうえ (2 ねすぇあ) しけしすけうすしは ゃゃけょくにえ しっきうくぇさ 
«╉ぇお こさぇゃうかぬくけ くぇこうしぇすぬ いぇはゃおせ». ‶さうゅかぇてぇのすしは ゃしっ 
こけすっくちうぇかぬくにっ せつぇしすくうおう おけくおせさしぇ «╂けさけょ しゃけうきう させ-
おぇきう» (2011).

《けさきせ いぇはゃおう う ぉけかっっ こけょさけぉくせの うくそけさきぇちうの ゃに 
きけあっすっ くぇえすう くぇ しぇえすっ そけくょぇ – www.fond-blago.ru 

╉けくすぇおすに: 
╂けさけょしおけえ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにえ そけくょ «╀かぇゅけ»
ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ょ.5 
すっか. (34369)46814, きけぉ. 8 (909) 015-04-15
www.fond-blago.ru 
e-mail: info@fond-blago.ru 
》ぇさにぉうく ┿くょさっえ

╂けさけょしおけえ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにえ そけくょ «╀かぇゅけ» せつ-
さっあょひく ゃ そっゃさぇかっ 2007 ゅけょぇ. ] 2010 ゅけょぇ «╀かぇゅけ» 
さぇぉけすぇっす こけ すったくけかけゅうう «そけくょ きっしすくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ» 
(community foundation).

《けくょ きっしすくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ, ゅけさけょしおけえ ぉかぇゅけすゃけさう-
すっかぬくにえ そけくょ – ねすけ そけくょ, しけいょぇゃぇっきにえ くぇ しさっょしすゃぇ 
きっしすくにた あっさすゃけゃぇすっかっえ (こさっょこさうくうきぇすっかっえ, つぇしすくにた 
かうち う こさ.) ゃ ゅけさけょっ, さぇえけくっ, さっゅうけくっ, いぇょぇつぇ おけすけさけゅけ 
– くぇ おけくおせさしくけえ けしくけゃっ ゃ ゃうょっ ゅさぇくすけゃ そうくぇくしうさけゃぇすぬ 
きっしすくにっ しけちうぇかぬくにっ, おせかぬすせさくにっ, けぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ 
こさけゅさぇききに. ╋けょっかぬ そけくょぇ きっしすくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ けすゃっ-
つぇっす さけししうえしおうき すさぇょうちうはき さってぇすぬ こさけぉかっきに しけけぉとぇ, 
しけぉうさぇは しうかに さぇいくにた かのょっえ, あうゃせとうた さはょけき. ╂けさけょ-
しおけえ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにえ そけくょ しけいょぇひすしは ゃ おけくおさっすくけき 
ゅけさけょっ ょかは くせあょ ねすけゅけ ゅけさけょぇ う そうくぇくしうさせっす うしおかの-
つうすっかぬくけ きっしすくにっ こさけゅさぇききに. 《けくょ きっしすくけゅけ しけけぉとっ-
しすゃぇ – ねそそっおすうゃくにえ うくしすさせきっくす さってっくうは しけちうぇかぬくにた 
こさけぉかっき, きったぇくういき さっぇかういぇちうう しけちうぇかぬくけえ しすさぇすっゅうう 
ぉういくっしぇ. ╁ 1998 ゅけょせ ゃ ゅ. 〈けかぬはすすう ぉにか いぇさっゅうしすさうさけゃぇく 
こっさゃにえ ゃ [けししうう そけくょ きっしすくけゅけ しけけぉとっしすゃぇ. 

╂けさけょしおけえ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにえ そけくょ «╀かぇゅけ» – 
っょうくしすゃっくくにえ ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ ゅさぇく-
すけょぇのとうえ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにえ そけくょ.

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

┦┲┨┬┶┩┯╀ ┮┷┴┬┶? 
┳┲┨┤┭┶┩ ┦ ┵┷┨

╁ はくゃぇさっ ったぇかぇ ぇゃすけぉせしけき きぇさてさせすぇ わ166 けす ╋ぇおしうきぇ ╂けさぬおけゅけ ょけ 
ぇこすっおう くぇ ‶┿╆うおっ. ╁けょうすっかぬ ゃしの ょけさけゅせ おせさうか, ょにき てひか ゃ しぇかけく. ]ょっ-
かぇかぇ いぇきっつぇくうっ, ぇ けく きくっ さっいおけ けすゃっすうか, きけか, きけえ ぇゃすけぉせし, つすけ たけつせ, すけ 
う ょっかぇの ゃ くひき. ╋ぇてうくぇ, おけくっつくけ, くっ っゅけ, う せこさぇゃせ くぇ たぇきぇ きけあっす くぇえすう 
すけかぬおけ たけいはうく. ′け くっ ぉせょってぬ ゃっょぬ おぇあょにえ さぇい うしおぇすぬ こっさっゃけいつうおぇ う 
あぇかけゃぇすぬしは. ′ぇょけ おぇお-すけ し ねすうき いかけき ぉけさけすぬしは けしくけゃぇすっかぬくけ. 

¨かぬゅぇ, しすせょっくすおぇ
╅ぇかけぉ くぇ おせさはとうた  いぇ ぉぇさぇくおけえ ゃけょうすっかっえ ぇゃすけぉせしけゃ う きぇさてさせすくにた 

すぇおしう たゃぇすぇっす ゃ さっょぇおちうけくくけえ こけつすっ. ╋に さってうかう せいくぇすぬ きくっくうっ け こさけ-
ぉかっきっ させおけゃけょうすっかは けすょっかぇ すさぇくしこけさすくけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは くぇ-
しっかっくうは ╀╂¨ ╊っけくうょぇ ]っさゅっっゃうつぇ ]┿╁╇′┿:

– ╁ おけくちっ こさけてかけゅけ ゅけょぇ きに こさけ-
ゃっかう しけぉさぇくうっ し こっさっゃけいつうおぇきう, 
ゅょっ けぉしせょうかう し くうきう しうすせぇちうの. ‶っ-
さっゃけいつうおう ょけかあくに ぉにかう ょけゃっしすう 
うくそけさきぇちうの ょけ しゃけうた ねおうこぇあっえ. 
╁けょうすっかぬ, ょっえしすゃうすっかぬくけ, くっ ゃこさぇ-
ゃっ おせさうすぬ いぇ させかひき. ╁ しけけすゃっすしすゃうう 
し 〉しすぇゃけき ぇゃすけきけぉうかぬくけゅけ すさぇくし-
こけさすぇ [《 う こさぇゃうかぇきう こっさっゃけいおう 
こぇししぇあうさけゃ けく けぉはいぇく けぉっしこっつうすぬ 
うき おけきそけさすくにっ せしかけゃうは. ╉さけきっ 
すけゅけ, おぇお ういゃっしすくけ, そっょっさぇかぬ-
くにき いぇおけくけき いぇこさっとっくけ おせさっくうっ 
ゃ けぉとっしすゃっくくにた きっしすぇた. ‶けねすけきせ 
こぇししぇあうさ, くっょけゃけかぬくにえ いぇこぇたけき 
ょにきぇ, きけあっす いぇこさけしすけ こけょぇすぬ くぇ 
ゃけょうすっかは ゃ しせょ, う っゅけ こさうゃかっおせす お 

けすゃっすしすゃっくくけしすう. ╇くすっさっしくにえ けこにす 
ぉけさぬぉに し てけそひさぇきう-おせさうかぬとうおぇきう 
こさっょかぇゅぇのす あうすっかう ╇さおせすしおぇ. ┿し-
しけちうぇちうは ぇゃすけすさぇくしこけさすくにた こさっょ-
こさうはすうえ ゅけさけょぇ, せしすぇゃ けす こけょけぉくにた 
あぇかけぉ, こさうくはかぇ けそうちうぇかぬくけっ さっ-
てっくうっ: っしかう ゃけょうすっかぬ いぇおせさうゃぇっす 
しうゅぇさっすせ ゃ しぇかけくっ きぇさてさせすおう ゃけ 
ゃさっきは こせすう, こぇししぇあうさに きけゅせす くっ 
こかぇすうすぬ いぇ こさけっいょ. ╁かぇょっかぬちに ╂ぇ-
いっかっえ こけょこうしぇかう しけけすゃっすしすゃせのとうえ 
こさけすけおけか, こさっょせこさっょうかう しゃけうた 
さぇぉけすくうおけゃ, ゃ しぇかけくぇた さぇいゃっしうかう 
けぉなはゃかっくうは. ′け ╇さおせすしお – こけおぇ 
っょうくしすゃっくくにえ ゅけさけょ, ゅょっ ょっえしすゃせっす 
すぇおけっ くっけぉにつくけっ, くけ ねそそっおすうゃくけっ 
こさぇゃうかけ.

┵┲┦┩┶ ┦┤┰ ┨┤ ┯╂┥┲┦╀!
╋に し きせあっき こさけあうかう こけつすう こけかゃっおぇ. ]かにてぇかう, つすけ こけはゃうかしは いくぇお 

ょかは すった, おすけ けすきっすうす いけかけすせの しゃぇょぬぉせ. [ぇししおぇあうすっ, おすけ う ゅょっ ゃさせつぇっす 
ねすけす いくぇお?

╉かぇゃょうは ]っきひくけゃくぇ, ]けゃっすしおうえ きうおさけさぇえけく
′ぇ ゃけこさけし つうすぇすっかぬくうちに けすゃっつぇっす ゃっょせとうえ しこっちうぇかうしす 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 せこさぇゃかっくうは しけちいぇとうすに くぇしっかっくうは ¨かぬゅぇ ╂っく-
くぇょぬっゃくぇ [｠』╉¨╁┿: 

– ╃っえしすゃうすっかぬくけ, くっょぇゃくけ せつ-
さっあょひく いくぇお けすかうつうは ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう «]けゃっす ょぇ かのぉけゃぬ». 
╁ しけけすゃっすしすゃうう し いぇおけくけき  けす 
23.12.2010 N111-¨╆ くぇゅさぇょけえ きけ-
ゅせす ぉにすぬ せょけしすけっくに しせこさせあっしおうっ  
こぇさに, こけしすけはくくけ こさけあうゃぇのとうっ 
くぇ すっささうすけさうう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう, くっこさっさにゃくけ しけしすけはとうっ 
ゃ ぉさぇおっ 50 かっす う ぉけかっっ. ′け ょっすう 
こさっすっくょっくすけゃ ょけかあくに ぉにすぬ せょけ-
しすけっくに ゅけしせょぇさしすゃっくくにた くぇゅさぇょ 
[けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう, くぇゅさぇょ う 
こけつひすくにた いゃぇくうえ []《][ う ]]][, 
くぇゅさぇょ うくけしすさぇくくにた ゅけしせょぇさしすゃ 
う きっあょせくぇさけょくにた けさゅぇくういぇちうえ, 
ょっはすっかぬくけしすぬ おけすけさにた くっ こさけすう-
ゃけさっつうす いぇおけくけょぇすっかぬしすゃせ [《. 
╉さけきっ すけゅけ, さっつぬ うょひす け くぇゅさぇょぇた, 
せつさっあょひくくにた そっょっさぇかぬくにきう けさ-
ゅぇくぇきう ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう, 
こけつひすくにた いゃぇくうはた う くぇゅさぇょぇた 
しせぉなっおすけゃ [《,  ぇ すぇおあっ けさゅぇくけゃ 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは きせくう-
ちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうえ, さぇしこけ-

かけあっくくにた くぇ すっささうすけさうう けぉかぇ-
しすう, けぉとっしすゃっくくにた う さっかうゅうけいくにた 
けぉなっょうくっくうえ. ╋けあくけ こさっょしすぇゃうすぬ 
ゃっょけきしすゃっくくにっ いくぇおう けすかうつうは う 
こけけとさっくうは いぇ すさせょ.

╆ぇおけく こさうくはす し ちっかぬの せおさっこかっ-
くうは しっきっえくにた ちっくくけしすっえ, こけけと-
さっくうは しせこさせゅけゃ いぇ おさっこおうえ ぉさぇお, 
けしくけゃぇくくにえ くぇ かのぉゃう う ゃっさくけしすう. 
′ぇゅさぇあょっくうっ いくぇおけき ぉせょっす しけ-
こさけゃけあょぇすぬしは ゃにこかぇすけえ っょうくけゃ-
さっきっくくけゅけ こけしけぉうは. ╄ゅけ さぇいきっさ 
けこさっょっかはす つせすぬ こけいょくっっ. 

〉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 ゅ.╀っさひいけゃしおけゅけ こさけしうす  
しっきっえくにっ こぇさに, おけすけさにっ ゃこさぇゃっ 
こさっすっくょけゃぇすぬ くぇ いくぇお けすかうつうは  
«]けゃっす ょぇ かのぉけゃぬ», しけけぉとうすぬ け 
しっぉっ う しゃけひき あっかぇくうう ぉにすぬ せょけ-
しすけっくくにきう ょぇくくけえ くぇゅさぇょに.

╇くそけさきぇちうの きけあくけ しけけぉとうすぬ  
こけ すっかっそけくぇき  4-93-82, 4-92-79 
うかう けぉさぇすうすぬしは ゃ 〉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 (せか. 
╊っくうくぇ, 73, おぇぉ. 37).

《¨〈¨《┿╉〈

╀〉【-╋╊┿╃【╇╈
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿,
そけすけ ぇゃすけさぇ
』うしすけおさけゃくにえ しうぇきしおうえ おけす 

せあっ こけつすう ょっしはすぬ かっす あうゃひす ゃ 
╉っょさけゃおっ せ ╊うかうう 《ひょけさけゃくに 
╉さぇゃっち. ̈ く こけこぇか ゃ ょけき たせょにき 
おけすひくおけき し ぉけかぬてけえ ゅけかけゃけえ う 
ぉにか, こけ しかけゃぇき ╊うかうう 《ひょけ-
さけゃくに, こけたけあ くぇ «ぉっかせの おさに-
しせ し ょかうくくにき たゃけしすけき». ]っ-
ゅけょくは ねすけ せこうすぇくくにえ, ゃぇあくにえ 
う ょけゃけかぬくにえ あういくぬの おけすうとっ, 
おけすけさにえ けこさぇゃょにゃぇっす しゃけの 
おかうつおせ – ╀せて. 》けいはえおぇ かぇしおけ-
ゃけ いけゃひす っゅけ ╀せてぇくは. 》ぇさぇおすっさ 
せ おけすぇ ゃけしこさううきつうゃにえ う すけく-
おうえ. ′ぇこさうきっさ, おけゅょぇ ╊うかうは 
《ひょけさけゃくぇ ゃけいゃさぇとぇっすしは ょけ-
きけえ こけしかっ ょゃせた-すさひたょくっゃくけゅけ 
けすしせすしすゃうは, っひ こけさけょうしすにえ 
こうすけきっち きはせおぇっす う こさけしうすしは 
くぇ させおう. ぁすけ いくぇつうす, しおせつぇか. 
╉けすうお うきっっす う おぇつっしすゃぇ くぇ-
しすけはとっゅけ けたさぇくくうおぇ, くけつくけゅけ 
けたけすくうおぇ, おけすけさにっ ょけしすぇかうしぬ 
っきせ けす こけさけょうしすにた こさっょおけゃ. 

′けつぇきう ╀せて, おぇお しけぉぇおぇ, ゃしおぇおうゃぇっす 
し せのすくけえ かっあぇくおう くぇ てせき うかう てけ-
さけた ゃ こけょなっいょっ, こけょぉっゅぇっす お ょゃっさう, 
こさうしかせてうゃぇっすしは う こさうくのたうゃぇっすしは, 
しすぇくけゃうすしは くぇ いぇょくうっ かぇこに. ╄しかう つすけ 
– さぇいぉせょうす たけいはえおせ. ┿ っとひ けく ゃにかけ-
ゃうか ゃしった きにてっえ, おけすけさにっ けょくけ ゃさっきは 
ゃけょうかうしぬ ゃ おゃぇさすうさっ.
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«ЯБЛОКИ НА СНЕГУ, РОЗОВЫЕ НА БЕЛОМ»
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
╁けす ゃしっゅょぇ すぇお: ゃ あぇさせ ゅさっいうすしは はょさひくにえ 

ゃけいょせた こけしっさっぉさひくくけゅけ うくっっき  かっしぇ, ぇ ゃ はく-
ゃぇさしおせの しすせあせ たけつっすしは かっすぇ, かぇしおけゃけゅけ かぇ-
いけさっゃけゅけ きけさは, きくけゅけ しゃっすぇ う ゃぇしうかぬおけゃ し 
けょせゃぇくつうおぇきう. ╇ しゃっあっゃにこぇゃてうえ しくっゅ, おぇお 
くぇいかけ, こぇたくっす ぇさぉせいけき. ╋けあっす, ねすぇ ゅさせしすぬ 
こけ すっこかせ う はさおうき おさぇしおぇき う しこけょゃうゅくせかぇ 
ゅけさけあぇく せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ ぇおちうう «『ゃっすせとうえ 
ゅけさけょ いうきけえ», くっしきけすさは くぇ すけ, つすけ くにくつっ 
けくぇ しすぇさすけゃぇかぇ ゃこっさゃにっ?

╋に せあっ さぇししおぇいにゃぇかう けぉ ねくすせいうぇしすぇた, 
こさっゃさぇすうゃてうた ゅけしすっゃけえ きぇさてさせす ゃ しくっあ-
くせの しおぇいおせ. ′け すゃけさつっしおうた, いぇゃけょくにた かの-
ょっえ し くっいぇせさはょくけえ そぇくすぇいうっえ けおぇいぇかけしぬ 
くっきぇかけ う くぇ ょさせゅうた せかうちぇた ╀っさひいけゃしおけゅけ う 
っゅけ こけしひかおけゃ. ╄しかう こさけったぇすぬ こけ つぇしすくけきせ 
しっおすけさせ, すけ ぇょさっしぇ けおぇあせすしは いくぇおけきにきう 
ょけ ぉけかう: こけくはすくけ, おすけ せつぇしすゃけゃぇか ゃ かっすくっえ 
おぇきこぇくうう, いぇはゃうかしは う くぇ いうきくのの. 〉 ′ぇょっあ-
ょに 》ぇさぇたけさうくけえ, しすぇさてっえ こけ せかうちっ 【ぇたすひ-
さけゃ, いぇ けゅさぇょけえ ょけきぇ わ14 ゅけさょけ こかにゃひす 
かっぉっょぬ, ゃっしぬ ょゃけさ ゃ ぉせおっすぇた うい しせたうた さけい, 
う ょっさっゃけ ゃ はさおうた かっくすぇた. ‶さはきけ しゃぇょっぉくにえ 
しのあっす. 

╊ぇさうしぇ 』っすゃっさうくぇ, たけいはえおぇ ょけきぇ わ22 
ゃ ╊っくうくしおけき こけしひかおっ, しくっあくにっ ぉけさょのさに 
せおさぇしうかぇ かのすうおぇきう, いぇちゃっかう けくう う くぇ けゅさぇ-
ょっ. ′け ぉけかっっ ゃしっゅけ こさうゃかっおぇのす ゃくうきぇくうっ 
しくっあくにっ ちゃっすに くぇ ゃにしけおうた しすっぉかはた. ]さぇいせ 

ゃうょくけ, せ ゃかぇょっかぬちっゃ ょけきぇ – «けつせきっかにっ» 
させつおう: こさうょせきぇかう すったくけかけゅうの いぇかうゃおう おけく-
しすさせおちうえ, おけすけさぇは こけいゃけかはっす うき ゃにしすけはすぬ う 
ゃ しくっあくせの ぉせさの, う ゃ すさっしおせつうえ きけさけい.

〉 ょけきぇ わ70 くぇ ╋うさぇ けぉうすぇっす…  おさけおけ-
ょうか, ょぇ けゅさけきくにえ, ゃうょぇすぬ, くうかぬしおうえ. ┿ ゃけす 
くぇ ╊せゅけゃけえ, 12, つすけ ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ, 
くぇけぉけさけす, すうたぇは うょうかかうは: いょっしぬ ゃ はさおけき 
ちゃっすおっ  こさけあうゃぇっす けつぇさけゃぇすっかぬくぇは ╃のえきけ-
ゃけつおぇ. ¨くぇ きけあっす こうすぇすぬしは くっ すけかぬおけ くっ-
おすぇさけき うかう «こけかけゃうくけえ いひさくにておぇ ゃ ょっくぬ», 
くけ う ぇさぉせいけき, ぉぇくぇくぇきう, こっさしうおぇきう, ゃうくけ-
ゅさぇょけき う ゅさせてぇきう: こさけしすうすっ いぇ おぇかぇきぉせさ, 
くけ くぇすのさきけさす くぇ しすけかっ ゃにゅかはょうす おぇお あう-
ゃけえ. 〈ぇお う たけつっすしは ゃおせしうすぬ おせしけつっお ぇここっ-
すうすくけゅけ, おさぇしくけゅけ ぇさぉせいぇ…

┿ たけいはっゃぇ ょけきぇ わ39 くぇ ╋ぇはおけゃしおけゅけ 
ゃいはかう ゃ おぇつっしすゃっ こけょっかけつくけゅけ きぇすっさうぇかぇ 
くぇすせさぇかぬくにっ ぇこっかぬしうくに, ょけかぬおう しなっかう, うい  
おけさけつっお あっ しけすゃけさうかう はさおうっ けさぇくあっゃにっ 
しっきうちゃっすうおう, おけすけさにっ せおさぇしうかう けさうゅうくぇかぬ-
くせの おけきこけいうちうの «′ぇて おけゃひさ – ちゃっすけつくぇは 
こけかはくぇ». ╇, こさぇゃょぇ, «くぇしぇあょっくうえ» いょっしぬ 
きけさっ, こさうつひき しょっかぇくに けくう うい せこぇおけゃけつくけえ 
ぉせきぇゅう, こかぇしすうおけゃにた ぉせすにかけお, しかけゃけき, ぉさけ-
しけゃけゅけ きぇすっさうぇかぇ. 《かけさせ ょけこけかくはっす う そぇせ-
くぇ: いぇはち し そかぇあおけき せつぇしすくうおぇ ぇおちうう, おけて-
おぇ くぇ しくっゅせ. ╁っしひかにえ ょけき, つすけ う ゅけゃけさうすぬ.

′ぇ ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 22\1 さってうかう ひかおせ せおさぇ-
しうすぬ ょっすしおうきう うゅさせておぇきう, ぇ ょさせゅうっ ょっさっ-
ゃぬは – ちゃっすぇきう. 〈ぇおけえ ゃぇさうぇくす すけあっ うきっっす 
きっしすけ ぉにすぬ. ′ぇょっっきしは, くぇ しかっょせのとうえ ゅけょ 
つぇしすくにえ しっおすけさ さぇいけえょひすしは う こけおぇあっす 
きぇしすっさ-おかぇしし! ′け, おぇお けすきっつぇっす おけくおせさしくぇは 
おけきうししうは, くぇょけ ゃ こにかせ すゃけさつっしすゃぇ う け ぉかぇ-
ゅけせしすさけえしすゃっ こけきくうすぬ: っしかう ゃけおさせゅ しおぇいけつ-
くにた そうゅせさ かっあぇす ゅけさに きせしけさぇ, すけ け おぇおけえ 
おさぇしけすっ きけあっす うょすう さっつぬ?

′っこかけたけ ぉに う きくけゅけねすぇあおぇき こけょすはくせすぬ-
しは: くにくつっ けくう ゃおかのつうかうしぬ ゃ おぇきこぇくうの 
くっさってうすっかぬくけ. ╊うてぬ ╊のょきうかぇ ‶けかはおけゃぇ, 
けょくぇ うい あうすっかぬくうち ょけきぇ わ16 くぇ せかうちっ 
′けゃけえ, ゃ 【うかけゃおっ, ぉさけしおけ, いぇきっすくけ せおさぇ-
しうかぇ しゃけえ ぉぇかおけく う しょっかぇかぇ かけいせくゅけゃせの 

くぇょこうしぬ: «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ – ねすけ ょぇ! 『ゃっ-
すう ゃっいょっ, ちゃっすう ゃしっゅょぇ う ょぇあっ ゃ ねすう たけ-
かけょぇ». ]け ゃすけさけゅけ ねすぇあぇ こさうゃっすしすゃせのす 
こさけたけあうた あひかすにっ こけょしけかくせたう う さけいけゃにっ 
はぉかけおう くぇ しくっゅせ. ╉けくっつくけ, ゃ くけきうくぇちうう 
«『ゃっすせとうえ ぉぇかおけく» ねすけす ぇょさっし – けょうく うい 
こさっすっくょっくすけゃ くぇ こけぉっょせ. ╅ぇかぬ, つすけ すぇお う 
けしすぇかうしぬ こせしすにきう くにくってくっえ いうきけえ ょゃけ-
さに: こさぇおすうつっしおう くうおすけ くっ こけょせきぇか しけけさせ-
ょうすぬ ゅけさおせ う さぇいさうしけゃぇすぬ っひ, こけしすさけうすぬ 
きうくう-かぇぉうさうくす, しくっあくせの «ぉっさかけゅせ» ょかは 
ょっすっえ. ╉けくっつくけ, すぇおうっ «しすさけうすっかぬくにっ さぇ-
ぉけすに» ぉっい きせあしおけゅけ せつぇしすうは すさせょくけ ゃに-
こけかくうすぬ. ‶けゃっいかけ ょけきせ わ3 くぇ ╉うさけゃぇ, 
つすけ ゃ ╋けくっすくけき: っゅけ あうかぬちに ╁かぇょうきうさ 
╁うすぇかぬっゃうつ ¨かぬおけゃ う ┿かっおしぇくょさ ]すっこぇ-
くけゃうつ 〉そうきちっゃ しけけさせょうかう うかかのきうくぇ-
ちうの, しくっゅけゃうおぇ, ゅけさおせ, こけしすぇゃうかう ひかおせ ゃけ 
ょゃけさっ, しかけゃけき, しけいょぇかう ちっかにえ ゅけさけょけお. ┿ 
こけょなっいょ ょけきぇ せおさぇしうかぇ うた しけしっょおぇ ]ゃっす-
かぇくぇ ╀けさうしけゃくぇ ╋ぇてぇさうこけゃぇ. ╉すけ しすぇくっす 

]╁╄╃╄′╇ぅ け ゃにはゃかっくくにた そぇおすぇた くっょけしすけゃっさくけしすう しゃっょっくうえ ぉうけゅさぇそうつっしおけゅけ たぇさぇおすっさぇ, け ょけたけょぇた いぇ 2009 ゅけょ う けぉ うきせとっしすゃっ
こけ しけしすけはくうの くぇ 1 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ, こさっょしすぇゃかっくくにた おぇくょうょぇすぇきう くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 

くぇ ょけしさけつくにた ゃにぉけさぇた 13 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ

わ こ\こ 《ぇきうかうは, うきは, けすつっしすゃけ おぇくょうょぇすぇ ‶さっょしすぇゃかっくけ おぇくょうょぇすけき [っいせかぬすぇすに こさけゃっさおう
1 2 3 4

′っょゃうあうきけっ うきせとっしすゃけ
1 ‶うしちけゃ ╄ゃゅっくうえ [せょけかぬそけゃうつ おゃぇさすうさに: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 16ぇ-14, 119,1 き2; 

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]. ╃っさはぉうくけえ, 55/2-57, 48,4 き2
くっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくに

2 ‶うしちけゃ ╄ゃゅっくうえ [せょけかぬそけゃうつ ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, こ. ╋ぇかぇは ╉っょさけゃおぇ, しぇょけゃけょつっしおけっ すけゃぇさう-
とっしすゃけ わ54, せつぇしすけお  わ111, 500 き2

くっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇく

〈さぇくしこけさすくにっ しさっょしすゃぇ
3 ‶うしちけゃ ╄ゃゅっくうえ [せょけかぬそけゃうつ かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ TOYOTA Corolla, 2007 ゅ.ゃ. かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ くっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇく

′っしけゃこぇょっくうっ しゃっょっくうえ ゃにいゃぇくけ すっき, つすけ おぇくょうょぇす せおぇいぇか う しけぉしすゃっくくけしすぬ, こさうくぇょかっあぇとせの っゅけ しせこさせゅっ. ′ぇょかっあぇとうっ ょけおせきっくすに くぇたけょはすしは ゃ 〈╇╉.

╀╄[╄╆¨╁]╉┿ぅ ╂¨[¨╃]╉┿ぅ 〈╄[[╇〈¨[╇┿╊を′┿ぅ ╇╆╀╇[┿〈╄╊を′┿ぅ ╉¨╋╇]]╇ぅ [╄【╄′╇╄ けす 2 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ わ7-18
¨ぉ けすおぇいっ ゃ さっゅうしすさぇちうう ┿さすっきぬっゃけえ 〈.╀. おぇくょうょぇすぇ くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに ╀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,

ゃにょゃうくせすせの ゃ こけさはょおっ しぇきけゃにょゃうあっくうは
‶さけゃっさうゃ しけけすゃっすしすゃうっ こけさはょおぇ ゃにょゃう-

あっくうは ┿さすっきぬっゃけえ 〈.╀. くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに 
╀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  すさっぉけゃぇくうはき 
そっょっさぇかぬくにた いぇおけくけゃ «¨ぉ けしくけゃくにた ゅぇさぇくすうはた 
ういぉうさぇすっかぬくにた こさぇゃ う こさぇゃぇ くぇ せつぇしすうっ ゃ さっそっ-
さっくょせきっ ゅさぇあょぇく [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう», ╇い-
ぉうさぇすっかぬくけゅけ おけょっおしぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, 
╀っさっいけゃしおぇは ゅけさけょしおぇは すっささうすけさうぇかぬくぇは うい-
ぉうさぇすっかぬくぇは おけきうししうは せしすぇくけゃうかぇ しかっょせのとっっ.

[ぇししきけすさっゃ う こさけゃっさうゃ ょけおせきっくすに, こさっょ-
しすぇゃかっくくにっ おぇくょうょぇすけき くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに 
╀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 ┿さすっきぬっゃけえ 
〈.╀. ょかは ゃにょゃうあっくうは う さっゅうしすさぇちうう, ╀っさっいけゃ-
しおぇは ゅけさけょしおぇは すっささうすけさうぇかぬくぇは ういぉうさぇすっかぬくぇは 
おけきうししうは けすきっつぇっす, つすけ こさっょしすぇゃかっくくにっ ょけおせ-
きっくすに ゃ けしくけゃくけき しけけすゃっすしすゃせのす こけかけあっくうはき 
《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ «¨ぉ けしくけゃくにた ゅぇさぇくすうはた 
ういぉうさぇすっかぬくにた こさぇゃ う こさぇゃぇ くぇ せつぇしすうっ ゃ さっ-
そっさっくょせきっ ゅさぇあょぇく [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう», 
╇いぉうさぇすっかぬくけゅけ おけょっおしぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.

╃ぇくくにっ, こけしすせこうゃてうっ うい けすょっかぇ 〉こさぇゃかっくうは 
《っょっさぇかぬくけえ きうゅさぇちうけくくけえ しかせあぉに [けししうう 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ ゅ. ╀っさっいけゃしおけきせ, 
╀のさけ すったくうつっしおけえ うくゃっくすぇさういぇちうう こけ ゅ. ╀っ-
さっいけゃしおけきせ, ╂╇╀╃╃ 〉╁╃ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう, けすょっかぇ 〉こさぇゃかっくうは 《っょっさぇかぬくけえ しかせあ-
ぉに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ さっゅうしすさぇちうう, おぇょぇしすさぇ う 
おぇさすけゅさぇそうう こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, うく-
しこっおちうう 《っょっさぇかぬくけえ くぇかけゅけゃけえ しかせあぉに こけ ゅ. 
╀っさっいけゃしおけきせ, うくそけさきぇちうけくくけゅけ ちっくすさぇ ╂〉╁╃ 
こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, こけょすゃっさあょぇのす ょけ-
しすけゃっさくけしすぬ しゃっょっくうえ, こさっょしすぇゃかっくくにた おぇくょう-
ょぇすけき こさう ゃにょゃうあっくうう. 

╉ぇくょうょぇすけき くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに ╀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 ┿さすっきぬっゃけえ 〈.╀. こさっょ-
しすぇゃかっくけ ゃ ╀っさっいけゃしおせの ゅけさけょしおせの すっささうすけさう-
ぇかぬくせの ういぉうさぇすっかぬくせの おけきうししうの 557 (こはすぬしけす 
こはすぬょっしはす しっきぬ) こけょこうしっえ ゃ 1 すけきっ. 』うしかけ こけょこう-
しっえ, こさっょしすぇゃかっくくにた そぇおすうつっしおう (こけ さっいせかぬすぇ-
すぇき こさけゃっさおう) しけしすぇゃうかけ 557 (こはすぬしけす こはすぬょっしはす 
しっきぬ). ′ぇ けしくけゃぇくうう こせくおすぇ 3 しすぇすぬう 52 ╇いぉう-
さぇすっかぬくけゅけ おけょっおしぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こさけ-
ゃっさおっ こけょかっあぇかう ゃしっ こさっょしすぇゃかっくくにっ こけょこうしう.

[ぇぉけつっえ ゅさせここけえ ╉けきうししうう し せつぇしすうっき こさう-
ゃかっつっくくにた しこっちうぇかうしすぇ けすょっかぇ 〉こさぇゃかっくうは 《っ-
ょっさぇかぬくけえ きうゅさぇちうけくくけえ しかせあぉに ゃ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう こけ ゅ. ╀っさっいけゃしおけきせ, しこっちうぇかうしすぇ 
けすょっかぇ ねおしこっさすくけ-おさうきうくぇかうしすうつっしおけゅけ ちっくすさぇ 
こさう ╂〉╁╃ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう  こさけゃっさっくに 
くぇ こさっょきっす ょけしすけゃっさくけしすう しゃっょっくうは けぉ ういぉうさぇ-

すっかはた, せおぇいぇくくにっ ゃ こけょこうしくにた かうしすぇた, しゃっょっくうは 
け しぉけさとうおぇた こけょこうしっえ, おけすけさにきう いぇゃっさっくに 
こけょこうしくにっ かうしすに, う こけょこうしう ういぉうさぇすっかっえ ゃ 
こけょょっさあおせ ゃにょゃうあっくうは おぇくょうょぇすぇ くぇ ょけかあ-
くけしすぬ ゅかぇゃに ╀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 
┿さすっきぬっゃけえ 〈.╀. 

╁ さっいせかぬすぇすっ こさけゃっさおう, しけゅかぇしくけ しゃけょくにき 
ゃっょけきけしすはき, せしすぇくけゃかっくけ, つすけ うい 557 こさけゃっ-
さっくくにた こけょこうしっえ ういぉうさぇすっかっえ ょけしすけゃっさくにきう 
こさういくぇくに 456 こけょこうしっえ, くっょっえしすゃうすっかぬくにきう 
– 73, くっょけしすけゃっさくにきう – 28, ゃ すけき つうしかっ くぇ 
けしくけゃぇくうう:

1) こけょこせくおすぇ 2 こせくおすぇ 5 しすぇすぬう 52 ╉けょっおしぇ 
– 52 (こけょこうしう ういぉうさぇすっかっえ, ゃ けすくけてっくうう おけすけ-
さにた せしすぇくけゃかっくけ くっしけけすゃっすしすゃうっ せおぇいぇくくにた け 
くうた しゃっょっくうえ – そぇきうかうう, こぇしこけさすくにた ょぇくくにた, 
ぇょさっしぇ きっしすぇ あうすっかぬしすゃぇ);

2) こけょこせくおすぇ 10 こせくおすぇ  5 しすぇすぬう 52 ╉けょっおしぇ 
– 16 (しゃっょっくうは ういぉうさぇすっかっえ ゃくっしっくに すさっすぬうき 
かうちけき);  

3) こけょこせくおすぇ 4-1 こせくおすぇ 4 しすぇすぬう 51 ╉けょっお-
しぇ – 5 (くっしおけかぬおけ こけょこうしっえ けょくけゅけ う すけゅけ あっ 
かうちぇ);

4) くっょけしすけゃっさくにきう – 28 こけょこうしっえ,  くぇ けしくけ-
ゃぇくうう こけょこせくおすぇ 4-2 こせくおすぇ 4 しすぇすぬう 52 ╉けょっおしぇ 
(こけょこうしう, ゃにこけかくっくくにっ けす うきっくう ういぉうさぇすっかっえ 
うくにきう かうちぇきう).

╁ うすけゅっ つうしかけ くっょっえしすゃうすっかぬくにた う くっょけしすけ-
ゃっさくにた こけょこうしっえ しけしすぇゃうかけ 18,1 こさけちっくすぇ けす 
けぉとっゅけ おけかうつっしすゃぇ こけょこうしっえ ういぉうさぇすっかっえ. 

〈ぇおうき けぉさぇいけき, こけ さっいせかぬすぇすぇき こさけゃっょっく-
くけえ こさけゃっさおう ╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 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 おけきうししうっえ せしすぇ-
くけゃかっくけ, つすけ おぇくょうょぇすけき くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに 
╀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 ┿さすっきぬっゃけえ 
〈.╀. こさっょしすぇゃかっくけ くっょけしすぇすけつくけっ おけかうつっしすゃけ 
ょけしすけゃっさくにた こけょこうしっえ ういぉうさぇすっかっえ, くっけぉたけょう-
きにた ょかは さっゅうしすさぇちうう. ╃ぇくくけっ けぉしすけはすっかぬしすゃけ ゃ 
しけけすゃっすしすゃうう し こけょこせくおすけき 5 こせくおすぇ 6 しすぇすぬう 53 
╇いぉうさぇすっかぬくけゅけ おけょっおしぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
はゃかはっすしは けしくけゃぇくうっき ょかは こさうくはすうは さってっくうは けぉ 
けすおぇいっ ゃ さっゅうしすさぇちうう おぇくょうょぇすぇ. 

╁け うしこけかくっくうっ こけかけあっくうえ こせくおすけゃ 7 う 8 
しすぇすぬう 52 ╇いぉうさぇすっかぬくけゅけ おけょっおしぇ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう おぇくょうょぇすせ くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに 
╀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 ┿さすっきぬっゃけえ 
〈.╀. ぉにかう ゃさせつっくに: うすけゅけゃにえ こさけすけおけか こさけ-
ゃっさおう こけょこうしっえ ういぉうさぇすっかっえ, おけこうう しゃけょくにた 
ゃっょけきけしすっえ, おけこうう いぇおかのつっくうえ しこっちうぇかうしすけゃ 
けすょっかぇ 〉こさぇゃかっくうは 《っょっさぇかぬくけえ きうゅさぇちうけくくけえ 

しかせあぉに ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ ゅ. ╀っさっいけゃ-
しおけきせ, しこっちうぇかうしすぇ けすょっかぇ ねおしこっさすくけ-おさうきうくぇ-
かうしすうつっしおけゅけ ちっくすさぇ こさう ╂〉╁╃ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう.

′ぇ けしくけゃぇくうう ゃにてっういかけあっくくけゅけ, させおけゃけょ-
しすゃせはしぬ しすぇすぬはきう 43–46, 51, 52, こけょこせくおすけき 
5 こせくおすぇ 6 しすぇすぬう 53 ╇いぉうさぇすっかぬくけゅけ おけょっおしぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, ╀っさっいけゃしおぇは ゅけさけょしおぇは 
すっささうすけさうぇかぬくぇは ういぉうさぇすっかぬくぇは おけきうししうは 

[╄【╇╊┿: 
1. ¨すおぇいぇすぬ ゃ さっゅうしすさぇちうう ┿さすっきぬっゃけえ 〈ぇ-

すぬはくっ ╀けさうしけゃくっ  おぇくょうょぇすけき くぇ ょけかあくけしすぬ 
ゅかぇゃに ╀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.

2. ′ぇこさぇゃうすぬ こうしぬきっくくけっ せおぇいぇくうっ ╀っさっ-
いけゃしおけきせ けすょっかっくうの ]ぉっさっゅぇすっかぬくけゅけ ぉぇくおぇ 
わ6150 〉さぇかぬしおけゅけ ぉぇくおぇ ]ぉっさぉぇくおぇ [けししうえ-
しおけえ 《っょっさぇちうう  け こさっおさぇとっくうう し 03 そっゃさぇ-
かは 2011 ゅけょぇ さぇしたけょくにた けこっさぇちうえ こけ しこっちう-
ぇかぬくけきせ ういぉうさぇすっかぬくけきせ しつっすせ, けすおさにすけきせ 
おぇくょうょぇすけき くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに ╀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 ┿さすっきぬっゃけえ 〈.╀., いぇ うしおかのつっ-
くうっき こっさっつうしかっくうは くっういさぇしたけょけゃぇくくにた しさっょしすゃ 
ういぉうさぇすっかぬくけゅけ そけくょぇ あっさすゃけゃぇすっかはき, こさけこけさ-
ちうけくぇかぬくけ ゃかけあっくくにき うきう しさっょしすゃぇき. 

3. ‶さっょかけあうすぬ ┿さすっきぬっゃけえ 〈.╀. くっ こけいょくっっ 
12 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ こさけういゃっしすう けこっさぇちうう こけ 
ゃけいゃさぇすせ くっういさぇしたけょけゃぇくくにた ょっくっあくにた しさっょしすゃ 
ういぉうさぇすっかぬくけゅけ そけくょぇ ゅさぇあょぇくぇき う のさうょうつっ-
しおうき かうちぇき, けしせとっしすゃうゃてうき ょけぉさけゃけかぬくにっ 
こけあっさすゃけゃぇくうは, いぇおさにすぬ しこっちうぇかぬくにえ ういぉう-
さぇすっかぬくにえ しつっす う こさっょしすぇゃうすぬ ゃ ╀っさっいけゃしおせの 
ゅけさけょしおせの すっささうすけさうぇかぬくせの ういぉうさぇすっかぬくせの 
おけきうししうの うすけゅけゃにえ そうくぇくしけゃにえ けすつっす け こけしすせ-
こかっくうう う さぇしたけょけゃぇくうう しさっょしすゃ ういぉうさぇすっかぬくけゅけ 
そけくょぇ. 

4. ′ぇこさぇゃうすぬ くぇしすけはとっっ さってっくうっ ╇いぉうさぇ-
すっかぬくけえ おけきうししうう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ┿さすっ-
きぬっゃけえ 〈.╀. しさっょしすゃぇき きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう, 
けこせぉかうおけゃぇすぬ ゃ ゅぇいっすっ «╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» 
う くぇ けそうちうぇかぬくけき しぇえすっ ╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 
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. 

5. ╉けくすさけかぬ いぇ うしこけかくっくうっき くぇしすけはとっゅけ 
さってっくうは ゃけいかけあうすぬ くぇ こさっょしっょぇすっかは おけきうししうう 
‶けすぇこけゃせ ′.┿.

‶さっょしっょぇすっかぬ ╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 
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 ′.┿. ‶けすぇこけゃぇ
]っおさっすぇさぬ ╀っさっいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ 

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 ′.′. ╉けしすうくぇ

こけぉっょうすっかっき しさっょう あうすっかっえ つぇしすくけゅけ 
しっおすけさぇ う きくけゅけねすぇあくにた ょけきけゃ, きに せいくぇ-
っき 17 そっゃさぇかは. 

‶¨╆╃[┿╁╊ぅ╄╋

 90 ╊╄〈 – ╀〉╃╄〈 ╁｠]〈┿╁╉┿!

2 そっゃさぇかは  90-かっすくうえ のぉうかっえ 
けすきっすうか ゃっすっさぇく ╁っかうおけえ ¨す-
っつっしすゃっくくけえ ゃけえくに ╇ゃぇく ╇ゃぇくけ-
ゃうつ ╉さうゃうかひゃ. ╁ ゅけしすう お ゃっすっさぇ-
くせ し こけいょさぇゃかっくうはきう こさうっいあぇかう 
こさっょしすぇゃうすっかぬ ぇょきうくうしすさぇちうう 
¨かぬゅぇ ╁うおすけさけゃくぇ 【っかせたうくぇ,  
いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ こけ しけちうぇかぬくにき ゃけこさけ-
しぇき,  ╁ぇかっさうえ ╁ぇかっくすうくけゃうつ  
┿かぬきせたぇきっすけゃ,  こさっょしっょぇすっかぬ 
しけゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ  ╀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 う ╄かういぇゃっすぇ 
′うおうすうつくぇ  ╇ゃぇくけゃぇ, させおけゃけょう-
すっかぬ しっおちうう ゃっすっさぇくけゃ  ╁¨╁.  

╉さけきっ ゃけっくくけえ しかぇゃに, いぇ 
╇ゃぇくけき ╇ゃぇくけゃうつっき  ゃ おさせゅせ 
ょさせいっえ う いくぇおけきにた  こさけつくけ いぇ-
おさっこうかぇしぬ しかぇゃぇ たせょけあくうおぇ. 

╄ゅけ おぇさすうくに – ねすけ こけさすさっすに 
ういゃっしすくにた かのょっえ, ょさせいっえ, ぇゃ-
すけこけさすさっすに, くぇすのさきけさすに. ′け 
ぉけかぬてっ ゃしっゅけ ゃ おけかかっおちうう たせ-
ょけあくうおぇ こっえいぇあっえ すった きっしす, 
ゅょっ ╇ゃぇく ╇ゃぇくけゃうつ こけぉにゃぇか いぇ 
ゃしの しゃけの ょけかゅせの あういくぬ.  ]ゃけう 
おぇさすうくに けく し さぇょけしすぬの ょぇさうす 
ょさせいぬはき う いくぇおけきにき, ょゃっ おぇさ-
すうくに こけょぇさっくに ぇょきうくうしすさぇちうう 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ. 

¨ すぇおけき すぇかぇくすっ いっきかはおぇ ょけか-
あっく いくぇすぬ ぉけかっっ てうさけおうえ おさせゅ 
ぉっさっいけゃつぇく, こけねすけきせ ぇょきうくう-
しすさぇちうは し しけゅかぇしうは ぇゃすけさぇ ゅけすけ-
ゃぇ こけきけつぬ けさゅぇくういけゃぇすぬ ゃにしすぇゃ-
おせ っゅけ さぇぉけす.

[っょぇおちうは ゅぇいっすに すぇおあっ こけ-
いょさぇゃかはっす ╇ゃぇくぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ し 
のぉうかっっき. 
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15:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇
16:00 ╃/《 ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿ ┿╋┿╆¨′╉╇
17:00 ╃/] ╃╄′を ′┿ ╁¨╈′╄
18:00 ╃/《 〈〉[╇′]╉┿ぅ ‶╊┿】┿′╇『┿. ′¨╁｠╄ 

¨〈╉[｠〈╇ぅ
19:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿
20:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿
21:00 ╃/《 ╁¨╆╃〉【′┿ぅ ¨╀¨[¨′┿ 》¨╊¨╃′¨╈ 

╁¨╈′｠
22:00 ╃/《 ╅┿′′┿ ╃’┿[╉
23:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇
0:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿
1:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ
2:00 ╃/《 ′╄╆┿╁╇]╇╋¨╄ ╉╇′¨
3:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿
4:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿
5:00 ╃/《 ╁¨╆╃〉【′┿ぅ ¨╀¨[¨′┿ 》¨╊¨╃′¨╈ 

╁¨╈′｠

6:00 ╃/《 ╅┿′′┿ ╃’┿[╉

7:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇

8:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

9:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ

10:00 ╃/《 ′╄╆┿╁╇]╇╋¨╄ ╉╇′¨

11:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿

12:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

13:00 ╃/《 ╁¨╆╃〉【′┿ぅ ¨╀¨[¨′┿ 》¨╊¨╃′¨╈ 

╁¨╈′｠

14:00 ╃/《 ╅┿′′┿ ╃’┿[╉

15:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇

16:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

17:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ

18:00 ╃/《 ′╄╆┿╁╇]╇╋¨╄ ╉╇′¨

19:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿

20:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

21:00 ╃/《 ╁╄╊╇╉┿ぅ ╇╃╄ぅ ぁ╈′【〈╄╈′┿

23:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

0:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

1:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

2:00 ╃/《 ╁╄╊╇╉╇╄ [╄╅╇]]╄[｠

3:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

4:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

5:00 ╃/《 ╁╄╊╇╉┿ぅ ╇╃╄ぅ ぁ╈′【〈╄╈′┿

7:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

8:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

9:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

10:00 ╃/《 ╁╄╊╇╉╇╄ [╄╅╇]]╄[｠

11:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

12:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

13:00 ╃/《 ╁╄╊╇╉┿ぅ ╇╃╄ぅ ぁ╈′【〈╄╈′┿

15:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

16:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

17:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

18:00 ╃/《 ╁╄╊╇╉╇╄ [╄╅╇]]╄[｠

19:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

20:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ

21:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╂╄¨╂[┿《╇』╄]╉╇╄ ¨〈╉[｠〈╇ぅ

22:00 ╃/《 ′╄╊を]¨′ ╋┿′╃╄╊┿: ╁¨╈′┿ ╆┿ ╋╇[

23:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]

6.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》
6.30 «╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[
11.30 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»
12.00 》/《 «╋┿〈を ╇ ╋┿』╄》┿» 
13.35 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «『╁╄〈¨』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
19.35 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.35 》/《 «╆┿ ╁╇〈[╇′¨╈ 〉′╇╁╄[╋┿╂┿»
01.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.30 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
03.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.10 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.55 ′¨╁¨]〈╇-41
6.30 «╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[
11.30 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»
12.00 》/《 «╆┿ ╁╇〈[╇′¨╈ 〉′╇╁╄[╋┿╂┿» 
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
15.00 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «‶┿‶┿[┿『『╇. ¨》¨〈┿ ′┿ ╆╁╄╆╃〉»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.45 》/《 «【╉¨╊を′｠╈ ╁┿╊を]»
01.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.30 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
03.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
6.00 ′¨╁¨]〈╇-41
6.30 «╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»
7.00, 15.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[
11.30 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»
12.00 》/《 «【╉¨╊を′｠╈ ╁┿╊を]»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «『╁╄〈¨』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «‶¨╂┿]【╇╄ ╆╁╄╆╃｠»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.45 》/《 «╃╄〈]╉╇╈ ╋╇[»
01.15 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.30 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
03.00 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 ′¨╁¨]〈╇-41
6.30 «¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»
7.00, 15.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[
11.30 〈/] «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»
12.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «[¨╋┿′｠ ′┿ ]‒╄╋¨』′¨╈ ‶╊¨】┿╃╉╄»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.45 》/《 «╀┿╊┿╋〉〈»
01.30 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.25 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
03.15 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.55 ′¨╁¨]〈╇-41

6.25 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

7.00 》/《 «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╉¨[¨╊╄╁｠»

8.00 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[

8.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «〈╄┿〈[ ¨╀[╄』╄′′｠》» 

18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 ‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[

20.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «』┿] ‶╇╉»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.35 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

23.45 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╆┿╀｠〈┿ぅ ╋╄╊¨╃╇ぅ ╃╊ぅ 

《╊╄╈〈｠»

02.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.15 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»

04.05 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
6.00 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»
7.00 ′¨╁¨]〈╇-41
7.30 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»
9.30 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
10.30 «]¨]╄╃╇. ‶¨╊ぅ╉╇»
11.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╆′┿》┿[を» 
13.30 «]╁┿╃╄╀′¨╄ ‶╊┿〈を╄»
14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 》/《 «╇]〈¨[╇ぅ ╊ぃ╀╁╇»
18.00 «╉〉》′ぅ»
18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
19.30 》/《 «‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╁¨ ╁╊ぃ╀╊╄′′¨]〈を»
21.35 «〈┿╉┿ぅ ╉[┿]╇╁┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を. ]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
22.05 〈/] «╉¨╊¨╋╀¨» 
23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
00.00 》/《 «[〉]]╉¨╄ ‶¨╊╄»
01.45 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.40 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»

03.30 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

7.30 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

7.45 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «[〉]]╉¨╄ ‶¨╊╄»

9.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «╉〉》′ぅ»

10.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

10.45 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «╁╇╆╇〈 ╉ ╋╇′¨〈┿╁[〉»

18.00 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

18.45 «╂¨[¨╃]╉┿ぅ ╃〉╋┿. 》[¨′╇╉┿, ╃╄╊┿, ╊ぃ╃╇»

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 》/《 «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋]. ╆′┿╉ 』╄〈｠[╄》»

21.30 》/《 «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋]. ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╁┿╋‶╇[» 

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

23.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╂╊┿╆┿»

01.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.30 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»

03.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 02.30 «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.15 》/《 «╉¨〈¨╁]╉╇╈»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╉¨〈¨╁]╉╇╈»
13.20 》/《 «′┿╃ 〈╇]]¨╈»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╁╄╉┿»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
23.35 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
00.35 〈/] «【╄[╊¨╉»
03.00 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
04.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 01.15 «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
11.10 》/《 «‶¨ ╃┿′′｠╋ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ [¨╆｠]╉┿»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «‶¨ ╃┿′′｠╋ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ [¨╆｠]╉┿»
13.10 》/《 «╂[〉╆ ╀╄╆ ╋┿[╉╇[¨╁╉╇»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╁╄╉┿»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
23.35 》/《 «′┿╃ 〈╇]]¨╈»
01.50 》/《 «‶[┿╆╃′╇╉ ╊ぃ╀╁╇»
03.50 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
04.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 01.25 «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.50 》/《 «┿╊╋┿╆｠ ╃╊ぅ ╋┿[╇╇»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «┿╊╋┿╆｠ ╃╊ぅ ╋┿[╇╇»
12.50 》/《 «[¨╉¨╁┿ぅ ¨【╇╀╉┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╁╄╉┿»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
23.35 》/《 «╂[〉╆ ╀╄╆ ╋┿[╉╇[¨╁╉╇»
01.55 》/《 «╂¨[¨╃ ′┿]╇╊╇ぅ»
04.15 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
05.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]

6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25, 01.45 «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»

10.00 ]╄╈』┿]

10.35 》/《 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁┿]╇╊╇ぅ ╀¨[〈′╇╉¨╁┿»

12.00, 15.30 ]╄╈』┿]

12.30 》/《 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁┿]╇╊╇ぅ ╀¨[〈′╇╉¨╁┿»

13.15 》/《 «‶[¨‶┿╁【╇╄ ][╄╃╇ ╅╇╁｠》»

15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30, 22.00 ]╄╈』┿]

19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»

20.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╁╄╉┿»

21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»

22.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»

23.35 》/《 «[¨╉¨╁┿ぅ ¨【╇╀╉┿»

02.15 》/《 «╁｠╋｠【╊╄′′｠╄ ╂╄[¨╇»

04.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃/] «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 «╉┿╊╄′╃┿[を ‶[╇[¨╃｠»
10.45 》/《 «╃╁┿ ╀╇╊╄〈┿ ′┿ ╃′╄╁′¨╈ ]╄┿′]»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╃╁┿ ╀╇╊╄〈┿ ′┿ ╃′╄╁′¨╈ ]╄┿′]»
13.15 》/《 «]〈┿[｠╈ ╆′┿╉¨╋｠╈»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╁╄╉┿»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
23.00 》/《 «╀╄╊┿ぅ ]〈[╄╊┿»
01.00 》/《 «]╇′¨‶〈╇╉»

02.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃/《 «50 》〉╃【╇》 《╇╊を╋¨╁»

7.00 ╃/《 «╆┿╂┿╃╉╇ ‶¨╊ぅ[′¨╂¨ ′╄╀¨]╁¨╃┿»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.30 》/《 «╁┿[╁┿[┿ ╉[┿]┿, ╃╊╇′′┿ぅ ╉¨]┿»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»

11.00 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

12.00 』╄╊¨╁╄╉. ╆╄╋╊ぅ. ╁]╄╊╄′′┿ぅ

13.00 ╁ ′┿【〉 ╂┿╁┿′を ╆┿》¨╃╇╊╇ ╉¨[┿╀╊╇...

14.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

18.30 ]╄╈』┿]

18.55 》/《 «┿′╇]╉╇′: ╃╄[╄╁╄′]╉╇╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁»

20.30 》/《 «┿′╇]╉╇′ ╇ 《┿′〈¨╋┿]»

23.00 〈/] «【╄[╊¨╉»

00.55 》/《 «╉[┿]¨〈┿ ‶¨-┿′╂╊╇╈]╉╇»

03.05 ╃/] «〈┿╈′｠ ╇]〈¨[╇╇»

04.05 ╃/《 «╇╆╀╄╅┿〈を ]╋╄[〈╇»

05.05 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»

6.00 ╃/《 «╊〉』【╇╄ 《╇╊を╋｠ ╅┿′[┿ «′〉┿[»

7.00 ╃/] «╂¨[¨╃ ]¨╀┿╉»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.15 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

8.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.05 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

13.00 ╁ ′┿【〉 ╂┿╁┿′を ╆┿》¨╃╇╊╇ ╉¨[┿╀╊╇...

14.00 ╁]〈[╄』╇ ′┿ ╋¨》¨╁¨╈

15.20 》/《 «┿[┿╀]╉╇╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ»

17.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 》/《 «╇ ]′¨╁┿ ┿′╇]╉╇′»

23.40 》/《 «]╄′]┿『╇ぅ»

01.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

02.30 》/《 «]╇′¨‶〈╇╉»

04.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30, 12.30, 04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

10.30 》/《 «〈┿╈′┿ 』╄[′｠》 ╃[¨╆╃¨╁»

13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇

14.00 〈/] «CSI»

15.00, 20.00, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»

17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇

18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

18.30 «╃╄′を»

21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»

22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

01.00, 05.15 ╃/《 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿. 『╄′┿ ╉[┿]¨〈｠»

01.45 》/《 «╊┿[╄『 ╋┿[╇╇ ╋╄╃╇』╇»

03.10 》/《 «2000. ╋¨╋╄′〈 ┿‶¨╉┿╊╇‶]╇]┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «╊┿[╄『 ╋┿[╇╇ ╋╄╃╇』╇»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00, 20.00, 00.30, 05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00, 21.00, 05.35 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
17.55 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.50 〈/] «╇】╄╈╉┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «┿╉╁┿′┿╁〈｠»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00, 20.00, 00.30, 05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00, 21.00, 05.35 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
17.55 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «╋｠ 〉╋[╄╋ ╁╋╄]〈╄»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00, 20.00, 00.30, 05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00, 21.00, 05.35 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
17.55 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
01.50 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30, 12.30, 04.50 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

10.30 》/《 «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ′╄╀┿»

13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇

14.00 〈/] «CSI»

15.00, 20.00, 00.30, 05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

16.00, 21.00, 05.35 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»

17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇

17.55 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»

18.30 «╃╄′を»

22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»

22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»

03.00 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

03.55 〈/] «╇】╄╈╉┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

7.00 «]╄╉[╄〈｠ ]‶¨[〈╇╁′｠》 ╃¨]〈╇╅╄′╇╈»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 «‶[╄╃‶[╇′╇╋┿〈╄╊を»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30 》/《 «‶[╇╉┿╆. ¨╂¨′を ′╄ ¨〈╉[｠╁┿〈を»

11.20 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «┿〈┿╋┿′»

16.30 ╃[┿╋┿ «╁ ╇ぃ′╄ 41-╂¨»

18.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

19.00 〈[╇╊╊╄[ «╊ぃ╃╇ ‶¨╃ ╊╄]〈′╇『╄╈»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00, 05.25 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.30 〈[╇╊╊╄[ «╊ぃ╃╇ ‶¨╃ ╊╄]〈′╇『╄╈»

03.30 》/《 «╁ ╇ぃ′╄ 41-╂¨»

6.00 «]╄╉[╄〈｠ ]‶¨[〈╇╁′｠》 ╃¨]〈╇╅╄′╇╈»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30 》/《 «‶[╇╉┿╆. ¨╂¨′を ′╄ ¨〈╉[｠╁┿〈を»

11.20 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 》/《 «┿〈┿╋┿′»

16.30 》/《 «╁〈¨[¨╈ 《[¨′〈»

18.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

19.10 ╀¨╄╁╇╉ «[┿╆╀¨[╉┿ ╁ ╀[¨′╉]╄»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00, 05.15 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.35 ╀¨╄╁╇╉ «[┿╆╀¨[╉┿ ╁ ╀[¨′╉]╄»

03.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁〈¨[¨╈ 《[¨′〈»

¨
》
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〈
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｠
╀
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╉
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6:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
7:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
8:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
8:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
8:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
9:25 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨]〈[¨╁┿》 ╀[╄〈┿′╇
10:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
11:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
11:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
12:20 ╊¨╁╊ぅ [╄』′¨╂¨ ╉┿[‶┿ ╁ ╇′╃╇╇
13:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
14:00 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
14:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
16:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
16:35 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
17:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
17:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
18:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
19:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
19:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
20:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
20:40 ╉┿╉ ‶[╇╂¨〈¨╁╇〈を ╉[〉‶′〉ぃ ╃╇』を
21:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
22:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
23:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
23:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
23:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
0:25 ╋¨[]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ╁ ╁╄′╄]〉ぁ╊╄
1:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
2:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
2:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
3:20 ′╄╇╆╁╄╃┿′′┿ぅ ╉┿′┿╃┿
4:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
5:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
7:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
7:35 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
8:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
8:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
9:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
10:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
10:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
11:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
11:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
12:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
12:35 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
13:05 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨╊╄′ぅ ╁ ┿[╂╄′〈╇′╄
14:10 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:20 ╉╊〉╀ [｠╀¨╊¨╁′｠》 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈
15:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
16:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
16:45 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
17:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
17:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
19:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
19:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
20:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
20:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
21:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
22:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
22:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
23:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
23:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
0:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
1:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
1:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
2:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
2:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
3:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
3:35 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
4:05 ╂╊〉╀¨╉¨╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿
5:10 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:20 ╉╊〉╀ [｠╀¨╊¨╁′｠》 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈
6:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
7:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
7:45 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
8:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
10:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
10:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
11:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
11:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
11:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
12:25 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨]〈[¨╁┿》 ╀[╄〈┿′╇
13:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
14:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
14:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
15:20 ╊¨╁╊ぅ [╄』′¨╂¨ ╉┿[‶┿ ╁ ╇′╃╇╇
16:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
17:00 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
17:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
19:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
19:35 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
20:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
20:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
21:20 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
21:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
22:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
22:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
23:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
23:40 ╉┿╉ ‶[╇╂¨〈¨╁╇〈を ╉[〉‶′〉ぃ ╃╇』を
0:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
1:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
1:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
2:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
2:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
2:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
3:25 ╋¨[]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ╁ ╁╄′╄]〉ぁ╊╄
4:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
5:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
5:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇

6:20 ′╄╇╆╁╄╃┿′′┿ぅ ╉┿′┿╃┿
7:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
8:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
10:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
10:35 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
11:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
11:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
12:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
13:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
13:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
14:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
14:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
15:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
15:35 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
16:05 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨╊╄′ぅ ╁ ┿[╂╄′〈╇′╄
17:10 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:20 ╉╊〉╀ [｠╀¨╊¨╁′｠》 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈
18:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
19:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
19:45 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
20:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
20:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
21:20 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨╊╄′ぅ ‶¨-《[┿′『〉╆]╉╇
22:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
23:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
23:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
1:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
1:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
2:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
2:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
3:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
3:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
4:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
4:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
5:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
5:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

6:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
6:35 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
7:05 ╂╊〉╀¨╉¨╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿
8:10 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:20 ╉╊〉╀ [｠╀¨╊¨╁′｠》 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈
9:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
10:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
10:45 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
11:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
13:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
13:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
14:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
14:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
14:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
15:25 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨]〈[¨╁┿》 ╀[╄〈┿′╇
16:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
17:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
17:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
18:20 ╊¨╁╊ぅ [╄』′¨╂¨ ╉┿[‶┿ ╁ ╇′╃╇╇
19:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
20:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
20:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
21:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
21:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
23:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
23:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
0:20 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
0:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
1:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
1:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
2:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
2:40 ╉┿╉ ‶[╇╂¨〈¨╁╇〈を ╉[〉‶′〉ぃ ╃╇』を
3:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
4:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
4:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
5:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
5:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
5:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿

6:25 ╋¨[]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ╁ ╁╄′╄]〉ぁ╊╄
7:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
8:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
8:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
9:20 ′╄╇╆╁╄╃┿′′┿ぅ ╉┿′┿╃┿
10:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
11:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
13:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
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ばでぢぎび ゑぼどんぞぴだゑぼゑんぎどでé ばぢだづぞぼぜ どづばがだぜ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

– ‶[╇‶¨[┿]を¨′! ╀ぇすきぇく すぇくょの あっすっ. [っかっゃっかはくす… 
╃っゃっかけこっ… ┿すすっすのょ…

′っす, ねすけ くっ せさけお そさぇくちせいしおけゅけ, ぇ いぇくはすうっ こけ おかぇししうつっしおけえ 
たけさっけゅさぇそうう ゃ おけかかっおすうゃっ «┿ししけかぬ». ‶さけしすけ っゅけ させおけゃけょうすっ-
かの 〈ぇすぬはくっ ╁うおすけさけゃくっ ╀せかぇすけゃけえ  すぇお ぉにしすさっっ, こさけとっ, かけゅうつ-
くっっ こさけゅけゃぇさうゃぇすぬ ゃしっ ねかっきっくすに おかぇししうつっしおけゅけ すぇくちぇ: ゃ XVII 
ゃっおっ そさぇくちせい [ぇせかぬ 《っえっ しけいょぇか しうしすっきせ うた いぇこうしう, し すった こけさ 
たけさっけゅさぇそに ゃしっゅけ きうさぇ けぉなはしくはのすしは きっあょせ しけぉけえ こけょけぉくにきう 
すっさきうくぇきう う  こさっおさぇしくけ こけくうきぇのす ょさせゅ ょさせゅぇ. 

ぁすうきう «さけくょ ょっ あぇきぉ こぇさ 
すっさ», «しのさ かっ おせ ょっ こぬっ» う «ぇく-
ょっょぇく» きけあくけ はいにお しかけきぇすぬ, ぇ 
ねかっきっくすぇきう ねおいっさしうしぇ  (せこさぇあ-
くっくうは ゃ せしすぇくけゃかっくくけえ こけしかっょけ-
ゃぇすっかぬくけしすう せ けこけさに), おぇあっすしは, 
う くけゅう. ╇ おぇお せ すぇおうた きぇかっくぬおうた 
そっえ こけかせつぇっすしは ゃ こはすけえ こけいうちうう 
こけしすぇゃうすぬ こさぇゃせの くけゅせ こっさっょ かっ-
ゃけえ くけしおぇきう くぇさせあせ, つすけぉに こさぇ-
ゃぇは こはすおぇ しけきおくせかぇしぬ し くけしおけき 
かっゃけえ? 

– ╋くっ こけくぇつぇかせ ぉにかけ すさせょくけ, 
ゃっょぬ こさうてかぇ ゃ «┿ししけかぬ» こけいょくけ, 
ゃけ ゃすけさけき おかぇししっ: おけしすう-すけ せあっ 
しそけさきうさけゃぇかうしぬ! ぁすけ きぇかにてぇき, 
おけすけさにっ いぇくうきぇのすしは ゃ ぇくしぇきぉかっ 
し つっすにさひた かっす, かっゅおけ し さぇしすはあおぇ-
きう, – くぇ こけかくけき しっさぬひいっ ぇくぇかう-
いうさせっす しゃけう すゃけさつっしおうっ ゃけいきけあ-
くけしすう てっしすうおかぇししくうちぇ ゅうきくぇいうう 
わ5 ぃかは ╊けいけゃうちおぇは. – ╋ぇきぇ ゃ 
ょっすしすゃっ きっつすぇかぇ け たけさっけゅさぇそうう, 
くけ っひ けすょぇかう くぇ きせいにおせ, ゃけす は う 
ゃけしこけかくはの こさけぉっか. 

╉けくっつくけ, ょっゃけつおぇ «くぇゅけゃぇさう-
ゃぇっす» くぇ しっぉは: ぉけかぬてうくしすゃけ っひ 
さけゃっしくうち ゃ 11-12 かっす – ゅぇょおうっ 
せすはすぇ, ぇ せ ぃかう う こけょさせゅ – ゅけさょぇは 
けしぇくおぇ, つせゃしすゃけ こけいに, おさぇしうゃぇは 
かうくうは くけゅ, かひゅおぇは こけたけょおぇ. ′っ-
しこさけしすぇ あっ くぇ せさけおっ ゅっけきっすさうう, 
おけゅょぇ ういせつぇかう さぇいゃひさくせすにえ かせつ, 
こさっこけょぇゃぇすっかぬ こけこさけしうかぇ ╁っさけ-
くうおせ 〉こけさけゃせ ういけぉさぇいうすぬ っゅけ… 
てこぇゅぇすけき. ¨つっくぬ ういはとくにえ こけかせ-
つうかしは かせつ!

′け つすけぉに しすぇすぬ こさけそっししうけくぇ-
かぇきう, こさうたけょうすしは すさせょうすぬしは ゃ 
こけすっ かうちぇ こはすぬ さぇい ゃ くっょっかの こけ 
くっしおけかぬおせ つぇしけゃ ゃ せつっぉくけき おかぇし-
しっ ╃【╇ わ1.

– ╁にてっ, さぇしすうすっ くぇ くけあおぇた, 
«たゃけしすうお» こけょぉっさうすっ! ╂かぇいおう けす-
おさにすに, しすけこぇ おさせゅかぇは う たけょうす おぇお 
せすのあけお. ‶けさ ょっ ぉさぇ!

‶っょぇゅけゅ くう くぇ しっおせくょせ くっ ゃに-
こせしおぇっす うい ゃうょぇ くっしおけかぬおけ ょっ-
しはすおけゃ させお, くけゅ う ゅけかけゃ. 〈ぇかぇくす 
– ねすけ すさせょけかのぉうっ, くっ せしすぇひす こけ-
ゃすけさはすぬ せつっくうおぇき 〈ぇすぬはくぇ ╁うお-
すけさけゃくぇ. ╆ゃひいょくにた ょっすっえ っえ くっ 
こさうしにかぇのす うい ょぇかぬくうた ょぇかっえ: 
けくぇ さぇぉけすぇっす し すっきう, おすけ こさけしすけ 
いぇこうしにゃぇっすしは ゃ ておけかせ うしおせししすゃ. 
╄しすぬ しさっょう くうた しけゃしっき くっせおかの-
あうっ, くけ ╀せかぇすけゃぇ, ゃうょは しすぇさぇくうっ 
う せしっさょうっ ょっゃけつおう, けしすぇゃかはっす っひ 
ゃ ぇくしぇきぉかっ. ╋ぇかっくぬおうっ きぇかぬつうて-
おう すけあっ こさうたけょはす ゃ «┿ししけかぬ», くけ 
さけょうすっかう けすおさけゃっくくけ いぇはゃかはのす: 
きに いょっしぬ, すぇお おぇお さっぉひくけお いぇ-
くうきぇっすしは おぇさぇすね, ぇ ゃに たけさけてけ 
«さぇしすはゅうゃぇっすっ» ょっすっえ. ‶けねすけきせ 
こさっこけょぇゃぇすっかぬ くぇしつひす きぇかぬつう-

おけゃ う くっ けぉけかぬとぇっすしは: «┿ししけかぬ» 
せあっ 13 かっす ゃ ゅけさけょっ, う いくぇのす 
っゅけ おぇお «ょっゃつぇつうえ» ぇくしぇきぉかぬ, 
おけすけさけきせ すぇお うょひす ねすけ さけきぇく-
すうつっしおけっ うきは. ╉しすぇすう, くっょぇゃくけ 
けく こけょすゃっさょうか いゃぇくうっ けぉさぇいちけ-
ゃけゅけ おけかかっおすうゃぇ, ぇ ゃ ょっおぇぉさっ ゃ 
おけくおせさしっ きうくうしすっさしすゃぇ おせかぬすせ-
さに ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう «》》I 
ゃっお: こっょぇゅけゅうおぇ, うしおせししすゃけ, 
すゃけさつっしすゃけ» 〈. ╀せかぇすけゃぇ こけかせ-
つうかぇ ょうこかけき いぇ すゃけさつっしおせの ぇお-
すうゃくけしすぬ. 

╄ひ ぇおすうゃくけしすう たゃぇすぇっす くっ すけかぬ-
おけ くぇ おけくちっさすに, っあっょくっゃくにっ 
さっこっすうちうう, こけしすぇくけゃおせ すぇくちっゃ, 
こけてうゃ おけしすのきけゃ, くけ う くぇ けぉとっ-
くうっ し きぇきぇきう う こぇ-
こぇきう. [っつぬ うょひす くっ 
け しけぉさぇくうはた, ぇ… 
いぇくはすうはた しけ ゃいさけし-
かにきう  さうすきうおけえ, ぉぇ-
かっすくけえ ゅうきくぇしすうおけえ: 
こせしすぬ いくぇのす, おぇおけゃけ 
ねすけ しすけはすぬ つぇしぇきう せ 
しすぇくおぇ, こせしすぬ せゃぇあぇ-
のす しゃけうた つぇょ いぇ すさせょ 
う いぇけょくけ せおさけすはす 
しゃけう ぇきぉうちうう. ┿ すけ 
こけさけえ くっ せしこっっす おさけ-
たぇ けしゃけうすぬ けしくけゃ-
くにっ こぇ, おぇお しっきぬは 
せあっ すさっぉせっす こけぉっょ 
くぇ きっあょせくぇさけょくにた 
おけくおせさしぇた. ‶け とせ-
つぬっきせ ゃっかっくうの う きけ-
っきせ たけすっくうの くうつっゅけ 
くっ こさけうしたけょうす. ′け ゃ 
ぉけかぬてうくしすゃっ しゃけひき 
さけょうすっかう きけかけょちに: さぇしたけょに くぇ 
こけっいょおう う おけくちっさすくにっ くぇさはょに 
ぉっさせす くぇ しっぉは. 

– 〉ゃに, 99 こさけちっくすけゃ せしこったぇ 
くぇ すゃけさつっしおけき しけしすはいぇくうう すぇく-
ちけさけゃ けぉっしこっつうゃぇのす おけしすのきに, 
ぇ かうさうおぇ, こかぇしすうおぇ – ゃさけょっ おぇお 
ょっかけ ゃすけさけしすっこっくくけっ, – しっすせっす 
こっょぇゅけゅ. – ]っえつぇし くぇ ╆ぇこぇょっ せあっ 
しすぇかう こさけゃけょうすぬ おけくおせさしに こさけ-
そっししうけくぇかけゃ, せつぇしすくうおう おけすけさにた 
ゃにしすせこぇのす ゃ つひさくにた すさうおけ, ぉっい 
しゃっすけゃにた ねそそっおすけゃ. ╇ ねすけ こさぇ-
ゃうかぬくけ. 

╉けゅょぇ ゃ ゅけしせょぇさしすゃっくくけき おけく-
おせさしっ «╀さぇゃけ, ょっすう!», おけすけさにえ 
こさけゃひか ゃ はくゃぇさっ ゃ ╋うぇししっ 』っ-
かはぉうくしおけえ けぉかぇしすう すゃけさつっしおうえ 
しけのい すぇかぇくすかうゃにた ょっすっえ (]ぇくおす-
‶っすっさぉせさゅ, ╋けしおゃぇ), ゃけしぬきう-
ょっゃはすうかっすくうっ ぉっさっいけゃつぇくっ 
こけかせつうかう ょうこかけきに かぇせさっぇすけゃ 
すさっすぬっえ しすっこっくう ゃ おかぇししうつっしおけき 
すぇくちっ, ょかは こっょぇゅけゅぇ ぉにかけ ゃぇあ-
くにき せしかにてぇすぬ けちっくおせ あのさう: «〉 
ゃぇてうた ょっすっえ すぇくちせのす くっ すけかぬおけ 

くけゅう う させおう, くけ う しこうくに». 
╉しすぇすう, «┿ししけかぬ» すけゅょぇ 
ゃこっさゃにっ いぇ しゃけの うしすけ-
さうの ゃにしすせこぇかぇ ゃ あぇくさっ 
おかぇししうつっしおけゅけ すぇくちぇ. ′け 
う ゃ ねしすさぇょくけき あぇくさっ くっ 
せしすせこうかぇ しけこっさくうおぇき, 
しすぇゃ ょうこかけきぇくすけき こっさゃけえ 
しすっこっくう. ¨さゅぇくういぇすけさぇき 
おけくおせさしぇ すぇお こけくさぇゃう-
かうしぬ ゃけしこうすぇくくうおう ╀せかぇ-
すけゃけえ, つすけ うた こさうゅかぇしうかう 
かっすけき くぇ きっあょせくぇさけょくにえ 
おけくおせさし, おけすけさにえ こさけえ-
ょひす ゃ ╂っかっくょあうおっ.  

╃っゃつけくおぇき あっ こけっいょ-
おぇ いぇこけきくうかぇしぬ «おけくちけき 
しゃっすぇ»: ゃ けょうく うい ゃっつっ-

さけゃ ゃ こぇくしうけくぇすっ, こさうくうきぇゃ-
てっき すぇくちけさけゃ, こけゅぇしかけ ねかっお-
すさうつっしすゃけ. 

– 』すけぉに きに くっ いぇしおせつぇかう, 〈ぇ-
すぬはくぇ ╁うおすけさけゃくぇ こさっょかけあうかぇ 
ゅぇょぇくうっ, ぇ こけすけき すっぇすさ すっくっえ. 
′ぇき こけくさぇゃうかけしぬ. 〈ぇすぬはくぇ ╁うお-
すけさけゃくぇ しけゃしっき くっ しすさけゅぇは, けくぇ 
おぇお ゃすけさぇは きぇきぇ – っえ きに ゃしひ 
こさけ しっぉは さぇししおぇいにゃぇっき, けくぇ 
すけあっ ょっかうすしは しゃけうきう こっさっあう-
ゃぇくうはきう いぇ つぇておけえ つぇは, – しっ-
おさっすくうつぇっす つっすゃっさけおかぇししくうちぇ 
〈ぇくは ╉させゅかけゃぇ. – ]きけすさっかぇ, おぇお 
きに ょさにゅぇかうしぬ くぇ ょうしおけすっおっ, 
すけかぬおけ せかにぉぇかぇしぬ.

┿ ょけ ねすけゅけ, しすぇゃ せつぇしすくうおけき  
ゃすけさけゅけ きっあょせくぇさけょくけゅけ おけくおせさ-
しぇ-そっしすうゃぇかは «Dance Exclusive», 
«┿ししけかぬ» おけかかっおちうの しゃけうた きくけ-
ゅけつうしかっくくにた くぇゅさぇょ こけこけかくう-
かぇ すさっきは ょうこかけきぇきう かぇせさっぇすけゃ 
ゃしった すさひた しすっこっくっえ. ╉さけきっ すけゅけ, 
くぇ ゃすけさけき けすおさに-
すけき きっあょせくぇさけょくけき 
おけくおせさしっ-そっしすうゃぇかっ 
すぇかぇくすかうゃにた ょっすっえ う 
きけかけょひあう «Mix-Art» 
ゃいはかぇ ょゃぇ ょうこかけきぇ 
かぇせさっぇすけゃ こっさゃけえ 
しすっこっくう. 

– ╁にしすせこぇすぬ ゃ 
╄おぇすっさうくぉせさゅっ ゅけ-
さぇいょけ すはあっかっっ, つっき 
くぇ ゃにっいょっ, おけくおせ-
さっくちうは せ くぇし あひしす-
おぇは, – しつうすぇっす くぇてぇ 
しけぉっしっょくうちぇ. – ╁ 
せさぇかぬしおけえ しすけかうちっ 
さぇぉけすぇのす すぇおうっ うい-
ゃっしすくっえてうっ おけかかっお-
すうゃに, おぇお «‶さけゃうく-
ちうぇかぬくにっ すぇくちに», 
ぉぇかっす ‶ぇくそうかけゃけえ, 
«ぁおしちっくすさうお -ぉぇ -

かっす» ]っさゅっは ]きうさくけゃぇ. 〉つうすぬしは 
せ くうた きぇしすっさしすゃせ – けゅさけきくけっ 
しつぇしすぬっ. ╉しすぇすう, いぇ けこにすけき ゃ 
╄おぇすっさうくぉせさゅ こさうっいあぇのす させおけ-
ゃけょうすっかう ょっすしおうた おけかかっおすうゃけゃ 
しけしっょくうた けぉかぇしすっえ う ょぇあっ ょさせ-
ゅうた しすさぇく. 

╁ «┿ししけかぬ» 57 つっかけゃっお けす つっ-
すにさひた ょけ 19 かっす, けつぇさけゃぇくくにっ 
〈っさこしうたけさけえ, けくう ゅけすけゃに さぇょう 
くっひ すさせょうすぬしは ういけ ょくは ゃ ょっくぬ ぉっい 
おぇくうおせか, すさぇすうすぬ ゅけょ さっこっすうちうえ 
くぇ くけきっさ, おけすけさにえ ょかうすしは ゃしっゅけ 
つっすにさっ-こはすぬ きうくせす. ╁ うた ぇおすう-
ゃっ  – ょっしはすおう すぇくちっゃ: «]かひいに 
ゃ こっしおっ», «╁っしっかせたぇ», «╁けょけ-
こぇょ», «‶さっかのょうは», «╂せしっくうちぇ», 
«¨さぇくあっゃにえ けしすさけゃ», さっこっさすせぇさ 
こけこけかくはっすしは っあっゅけょくけ ょゃせきは くけ-
ゃにきう おけきこけいうちうはきう. ┿ゃすけさ くっおけ-
すけさにた うい くうた – ういゃっしすくにえ っおぇすっ-
さうくぉせさゅしおうえ こけしすぇくけゃとうお [っくぇす 
》ぇしぉぇすけゃ.         

– 〈ぇすぬはくぇ ╁うおすけさけゃくぇ,  ゃ 
ておけかっ うしおせししすゃ わ1 くっしおけかぬおけ 
たけさっけゅさぇそうつっしおうた おけかかっおすう-
ゃけゃ, せ おぇあょけゅけ しゃけひ かうちけ, しゃけは 
そうておぇ. ╉ぇおけえ «うきうょあ» せ «┿し-
しけかぬ»?

– ╋に けさうっくすうさせっきしは くぇ ょあぇい 
う きけょっさく. ╁ くぇさけょくけき すぇくちっ ゃしっ 
ねかっきっくすに, ゃにさぇぉけすぇくくにっ ゃっおぇ-
きう, ゅぇさきけくうつくけ しゃはいにゃぇのすしは 
ょさせゅ し ょさせゅけき, せいけさ すぇくちぇ こさけ-
ゅくけいうさせっきにえ. ╁ ょあぇいっ あっ ゃしひ 
てうゃけさけす-くぇゃにゃけさけす, きくけゅけ うき-
こさけゃういぇちうう, ぇかけゅうつくけしすう, ねおし-
こっさうきっくすぇ, ねすけ すぇお うくすっさっしくけ 
ょっすはき! 

╋ぇかにてっえ う こけょさけしすおけゃ けくぇ 
こさうすはゅうゃぇっす お しっぉっ しかけゃくけ きぇゅ-
くうす. ′っ しすっしくはっすしは こさういくぇゃぇすぬ-
しは, つすけ こけしかっ さけあょっくうは ゃくせつおう 
しすぇかぇ ゅけさぇいょけ きはゅつっ お つせあうき 
ょっすはき. ╁こさけつっき, おぇおうっ けくう つせ-
あうっ: ゃくせつおせ-すけ くぇいゃぇかぇ ‶けかっえ ゃ 
つっしすぬ しゃけうた せつっくうち, ょゃせた ‶けかうく, 
–  〈おぇつっくおけ う ╀っししけくけゃけえ.

– ╋くっ あぇかぬ さっぉはす, おけすけさにっ くっ 
いぇくうきぇのすしは すぇくちぇきう う しこけさすけき, 
ぇ しかけくはのすしは ぉっい ょっかぇ, – ゅけゃけさうす 
‶. ╀っししけくけゃぇ. – ]おせつくけ あっ すぇお 
あうすぬ, ぇ ゃさっきっくう きけあくけ くぇえすう くぇ 
ゃしひ – ぉにかけ ぉに あっかぇくうっ.

– ╃っきう こかうっ... ‶けさ ょっ ぉさぇ… 
‶せぇくすっ…

╁ いっさおぇかぇた けすさぇあぇのすしは ういはと-
くにっ しすぇくに, ゅうぉおうっ させおう う けつっくぬ 
しつぇしすかうゃにっ ゅかぇいぇ. ┿ きに せたけょうき 
うい おかぇししぇ, ゃにこさはきうゃ しこうくせ, こさう-
こけょくはゃ こけょぉけさけょけお う さぇいゃっさくせゃ 
くけしおう. 〉さけお こさけてひか し こけかぬいけえ! 
〉さけお うしおせししすゃぇ, おさぇしけすに う ょけ-
ぉさけすに.
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[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

]こっちすったくうおぇ〉しかせゅう

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, ┻┩┴┱┲┫┩┰, ┶┲┴┸, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, ┱┤┦┲┫, ┧┯┬┱┤,

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀, ┲┳┬┯
8-922-15-66-550
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«ぜんげ»-öñë½ÜßÜÑ¡í, 8 ö, 30 ½3

ゎんげñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó,
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[╄
╉╊

┿╋
┿

╂させいけこっさっゃけいおう

╁ぇおぇくしうう[ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

‶さけょせおすに こうすぇくうは

〉すっさう

╅うゃけすくにっ

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! 2-おけきく. おゃ., こ. 
]けゃっすしおうえ, し きっぉっかぬの, くぇ 3-4 
きっしはちぇ. 8-912-29-64-607.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! 2-おけきく. おゃ. うかう ょけき. 
‶けさはょけお う けこかぇすせ ゅぇさぇくすうさせの. 
8-904-98-54-425.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃けき こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ. 8-912-27-
52-338.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╂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).

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ]っすおぇ おかぇょけつくぇは, さぇぉうちぇ, 
すおぇくぇは, 『‶╁] けす こさけういゃけ-
ょうすっかは. ┿ょさっし: ¨ゃけとくけっ けすょ., 
3/1. 4-24-24, (343) 213-213-4, 
217-81-61, 378-66-73.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけゃけかけおぇ: ゃはいぇかぬくぇは, 
おけかのつぇは, ぇさきぇすせさぇ.  (343) 
213-213-4, 217-81-61, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすおぇ: すさけすせぇさ., そぇしぇょくぇは, 
ぉけさょのさ. 8-904-38-14-144.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, くぇこう-
かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-922-02-64-891.

[╄╉╊┿╋┿

• [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. 
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. 8-912-61-95-777.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-963-04-52-027.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす, 4 き. 8-902-44-
93-204, 8-912-64-98-020, 8-919-
38-04-201.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす, 4 き. 8-922-61-
73-900.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-11-04-213.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ "╁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).

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ. 【ぇさすぇて. 341-59-93.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ いぇゅけさけょくにえ おかせぉ ゃ ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおけき すさっぉせっすしは こけしせょけきけえ-
とうちぇ, ゅさぇそうお しせすけつくにえ. 8-904-
38-86-104.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨さゅぇくういぇちうう すさっぉせっすしは おけつっ-
ゅぇさ. (343) 378-96-27, 8-922-60-
78-745.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すけさけあ. 8-922-15-90-149.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ すさっぉせのすしは: 
くぇつぇかぬくうお ねくっさゅけせつぇしすおぇ, 
おかぇょけゃとうお, しすけかはさに-しすぇくけつ-
くうおう, ねかっおすさうお, ゃけょうすっかぬ 
ぇゃすけこけゅさせいつうおぇ, けすょっかけつくうお, 
けたさぇくくうお. 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ すさっぉせっすしは さぇしおさけえ-
とうちぇ ゃ ちった こけ こけてうゃせ さのおいぇおけゃ, 
さぇくちっゃ, しせきけお. 4-85-97, 8-922-22-
85-477.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

• 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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき う せしすぇくけゃうき きっす. 
ょゃっさう, しっえそ-ょゃっさう, さってっすおう, 
ゃけさけすぇ, いぇぉけさに. 8-904-38-38-
387, 8-950-54-04-651.

[╄╉╊┿╋┿

• 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, 
いぇぉけさに, ゃけさけすぇ. 8-922-12-48-848.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨おぇあせ ぉせた. せしかせゅう ╇‶ う けさゅぇ-
くういぇちうはき. 8-902-87-54-804.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けくしせかぬすぇちうう しっきっえくにき 
こぇさぇき. 〉 ╁ぇし こさけぉかっきぇ. ╁に きけかけ-
ょに う いょけさけゃに! ╁に あっかぇっすっ ょっすっえ, 
くけ ょっすっえ くっす... ╉けくしせかぬすぇちうは ゃさぇ-
つぇ ゃにしてっえ おぇすっゅけさうう (こけ いぇこうしう). 
8-902-87-80-258.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁しっ ゃうょに しぇくすった. う ねかっお-
すさけきけくすぇあくにた さぇぉけす. 〈ぇおあっ 
せしすさぇくの かのぉにっ いぇしけさに. ╀けかぬてけえ 
けこにす, おぇつっしすゃけ. 『っくに しすぇさにっ. 
8-902-44-14-019.

[╄╉╊┿╋┿

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. 8-912-62-11-559.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃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. ‶うかけきぇすっさう-
ぇかに. 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.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 8-904-38-95-
420, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 
8-912-69-99-918, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇, 
╊╄]〈′╇『｠. 8-912-04-56-404, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うしぬきっくくにえ しすけか. 8-902-26-
89-090.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けょせておう けす きっぉっかぬくけゅけ 
くぇぉけさぇ "╉かぇさぇ", ‶‶〉 5 てす., きけあくけ 
ぉ/せ. 8-904-17-96-090.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿すすっしすぇす ╀ わ 3853984, 
ゃにょぇくくにえ 24 うのくは 2005 ゅ. くぇ うきは 
¨しかうくけえ ┿くくに ]っさゅっっゃくに, 
しつうすぇすぬ くっょっえしすゃうすっかぬくにき.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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. 
8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ‶けさけしはすぇ. 4-91-87, 8-912-21-
33-613.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

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.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〈さぇくしこけさす

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681
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ぎ
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5 âñçëí¿　 óïäÜ¿Öóöï　 40 ÑÖñú,
¡í¡ Öñö ï Öí½ó ÑÜëÜÇÜú ó ¿0ßó½Üú 
½í½▲ ó ßíßÜü¡ó
〈とししあせとちそうそこ ｠あすおとせふ ｠あさけすそうせふ
とí¡ Öí½ ä¿ÜêÜ ßñ£ öñß　 ¢óçñöï　...
ず0ßó½, äÜ½Öó½, ï¡Üëßó½.
とöÜ £Öí¿ ññ, äÜ½　Öóöñ ÑÜßë▲½ ï¿ÜçÜ½. づÜÑÖ▲ñ

ダ┏┄┃┎┏┇┞┑┇┝ 
┑┏┄─┒┄┑┐┞ 

╅【‒╇╄[』╉》
┆┌〞┌┇┄ "1ヅ" 

┍┎┚┑ ┍─┞┆〞┑┄┊┄┌

8-912-24-70-005

[╄
╉╊

┿╋
┿
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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

╀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:
◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-5 さぇいさはょぇ, 
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.)
◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-6 さぇいさはょぇ くぇ おけけさょうくぇすくけ-さぇしすけつ-
くけえ しすぇくけお, 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.)
◊ すけおぇさっえ-おぇさせしっかぬとうおけゃ 4-5 さぇいさはょぇ, 
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.)
◊ すけおぇさっえ 3-5 さぇいさはょぇ, 
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.)
◊ しかっしぇさっえ-しぉけさとうおけゃ 4-6 さぇいさはょぇ 
(けす 17 000 させぉ.)
◊ ねかっおすさけきけくすっさぇ,
ゅさせここぇ ょけこせしおぇ ょけ 1000 ゃけかぬす, い/こ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう

╀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

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ «〉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

[╄
╉╊

┿╋
┿

«[せししおうえ たかっぉ»

〈[╄╀〉╄〈]ぅ ][¨』′¨!
きっくっょあっさ こけ さぇぉけすっ し おかうっくすぇきう

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ
ßÜêÇí¿öñëí äÜ ½íöñëóí¿í½

ゼ Üßëí£ÜçíÖóñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜñ
ゼ 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

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

äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ
½ñÖñÑ¢ñëí äÜ ¡íôñïöçÜ

ゼ Üßëí£ÜçíÖóñ ç▲ïüññ
ゼ Üä▲ö ëíßÜö▲ Öñ ½ñÖññ 1 ÇÜÑí ç ¡íôñïöçñ ïäñîóí¿óïöí ï¿Ü¢ß▲ 
¡íôñïöçí
げíÑíôó: ëí£ëíßÜö¡í ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç, çÖñÑëñÖóñ ó íÜÑóö でぜと 9001

ゼ £íëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 25 000 ëÜß¿ñú
ゼ äÜ¿Ö▲ú ïÜîóí¿áÖ▲ú äí¡ñö
ゼ ëíßÜöí 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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

〈] «《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

¨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 [╄
╉╊

┿╋
┿

′ぇ けしくけゃぇくうう しす. 34 ╆╉ [《 う «‶けさはょおぇ こさっょけしすぇゃかっくうは 
いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ ょかは ちっかっえ, くっ しゃはいぇくくにた しけ しすさけ-
うすっかぬしすゃけき», せすゃっさあょっくくけゅけ さってっくうっき ╃せきに わ 73 けす 
20.08.09ゅ., ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃ-
しおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ うくそけさきうさせっす け こけしすせこかっくうう いぇはゃ-
かっくうえ け こさっょけしすぇゃかっくうう いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ ょかは ゃっょっくうは 
かうつくけゅけ こけょしけぉくけゅけ たけいはえしすゃぇ, さぇしこけかけあっくくにた ゃ こ. ╋けくっす-
くけき ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ せか. ╀かぇゅけ-
ょぇすくぇは, 6, せか. ╀かぇゅけょぇすくぇは, 2, せか. [ぇょせあくぇは, 4; こ. ]すぇくけゃぇは, 
せか. [はぉうくけゃぇは し いぇこぇょくけえ しすけさけくに けす いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 
わ16; ょかは ぉかぇゅけせしすさけえしすゃぇ う けさゅぇくういぇちうう いけくに けすょにたぇ ゃ ゅ. 
╀っさっいけゃしおけき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, 300 き くぇ しっゃっさけ-いぇこぇょ 
けす しっゃっさけ-いぇこぇょくけえ ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ ╋〉 ╃╆¨╊ 
«╆ぇさくうちぇ».

[╄╉╊┿╋┿

¨¨¨ ′‶‶ "╂┿╋╋┿╋╄〈" しさけつくけ すさっぉせっすしは:

′┿╁╇╁】╇╉ ╋┿╂′╇〈¨‶[¨╁¨╃¨╁
(あっくとうくぇ 18-35 かっす, けぉせつっくうっ くぇ きっしすっ)

8 (343) 383-11-49, 4-68-00 [╄╉╊┿╋┿

ÎÎÎ "ÁÐÎÇÝÊÑ" 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

{ おけくすさけかっさ しすっくけゃにた う ゃはあせとうた 
きぇすっさうぇかけゃ (あっくとうくぇ, 25-45 かっす, けぉさぇいけゃぇくうっ くっ くうあっ 
しさっょくっ-しこっちうぇかぬくけゅけ, ぉっい ゃ/こ)
{ ねかっおすさけきけくすっさ (きせあつうくぇ, 25-45 かっす, けこにす さぇぉけすに けす 
1 ゅけょぇ, ぉっい ゃ/こ)

4-000-4
[╄╉╊┿╋┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

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

(343) 361-15-10
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┵╆╄》ぃ′‶′-
『╅〉》ぃ′‶′

* ┍┎┚┑, ┏〞─┍┑〞 ━ ┕┄└┄
* ┆〞┏〞─┍┑┌〞┞ ┎┊〞┑〞 

20 000 ┏┒─┊┄┈

8-953-38-63-500
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╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け こさけゃっょっくうう すけさゅけゃ こけ こさけょぇあっ 
きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき  
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, 623701, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 
〈っぇすさぇかぬくぇは. 9, すっかっそけく (34369) 4-33-12, そぇおし (34369) 4-32-
21, けそうちうぇかぬくにえ しぇえす ゃ しっすう ╇くすっさくっす www.berezovskii.ru, 
けそうちうぇかぬくけっ ういょぇくうっ ゅぇいっすぇ «╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ».

《けさきぇ すけさゅけゃ: ぇせおちうけく, けすおさにすにえ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う こけ 
そけさきっ こけょぇつう こさっょかけあっくうえ け ちっくっ.

╃ぇすぇ, ゃさっきは う きっしすけ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ: 11 きぇさすぇ 2011 
ゅけょぇ, 15 つぇしけゃ きっしすくけゅけ ゃさっきっくう, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
9, ぇおすけゃにえ いぇか. 

╃ぇすぇ けこさっょっかっくうは せつぇしすくうおけゃ ぇせおちうけくぇ: 5 きぇさすぇ 2011 
ゅけょぇ.

¨ぉなっおす こさけょぇあう: くっあうかにっ こけょゃぇかぬくにっ こけきっとっくうは わわ1-
20 けぉとっえ こかけとぇょぬの 401,6 き2, さぇしこけかけあっくくにっ こけ ぇょさっしせ: ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╉けしにた, 5.

′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさけょぇあう: 3000000 (すさう きうかかうけくぇ) させぉかっえ 
ゃおかのつぇは ′╃].

]せききぇ いぇょぇすおぇ: 300000 (すさうしすぇ すにしはつ) させぉかっえ. 
【ぇゅ ぇせおちうけくぇ: 90000 (ょっゃはくけしすけ すにしはつ) させぉかっえ. 
╆ぇょぇすけお ょけかあっく こけしすせこうすぬ くっ こけいょくっっ 4 きぇさすぇ 2011 

ゅけょぇ くぇ しかっょせのとうっ さっおゃういうすに: ‶けかせつぇすっかぬ: 《うくぇくしけゃけ-
ねおけくけきうつっしおけっ せこさぇゃかっくうっ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀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 (╉〉╇ ╀╂¨ か/し 05902041060), ╇′′/╉‶‶ 
6604027687/660401001, さ/しつっす 40302810362455000002  ゃ ¨┿¨ 
«〉╀[╇[» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, お/しつっす 30101810900000000795, ╀╇╉ 
046577795.

╆ぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ ゃ ぇせおちうけくっ こさうくうきぇのすしは ゃ さぇぉけつうっ ょくう, し 
7 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ こけ 4 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ し  9  ょけ 18 つぇしけゃ こけ 
ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, お. 208.

‶さっすっくょっくすに こさっょけしすぇゃかはのす しかっょせのとうっ ょけおせきっくすに: 
いぇはゃおせ, こかぇすっあくにえ ょけおせきっくす し けすきっすおけえ ぉぇくおぇ け ゃくっしっくうう 
いぇょぇすおぇ, ょけおせきっくす, こけょすゃっさあょぇのとうえ せゃっょけきかっくうっ そっょっさぇかぬくけゅけ 
ぇくすうきけくけこけかぬくけゅけ けさゅぇくぇ け くぇきっさっくうう こさうけぉさっしすう こけょかっあぇとっっ 
こさうゃぇすういぇちうう うきせとっしすゃけ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ぇくすうきけくけこけかぬくにき 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき, けこうしぬ すさっぉせっきにた ょけおせきっくすけゃ ゃ 2 ねおいっきこかはさぇた. 
《ういうつっしおうっ かうちぇ ょけこけかくうすっかぬくけ こさっょしすぇゃかはのす おけこうの こぇしこけさすぇ, 
のさうょうつっしおうっ かうちぇ こさっょしすぇゃかはのす  ょけこけかくうすっかぬくけ くけすぇさうぇかぬくけ 
いぇゃっさっくくにっ おけこうう せつさっょうすっかぬくにた ょけおせきっくすけゃ, さってっくうっ ゃ 
こうしぬきっくくけえ そけさきっ しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ けさゅぇくぇ せこさぇゃかっくうは け 
こさうけぉさっすっくうう うきせとっしすゃぇ (っしかう ねすけ くっけぉたけょうきけ ゃ しけけすゃっすしすゃうう 
し せつさっょうすっかぬくにきう ょけおせきっくすぇきう こさっすっくょっくすぇ), ょけゃっさっくくけしすぬ くぇ 
こさっょしすぇゃうすっかは. 

‶けぉっょうすっかっき ぇせおちうけくぇ  こさういくぇっすしは せつぇしすくうお, こさっょかけあうゃてうえ 
ゃ たけょっ ぇせおちうけくぇ くぇうぉけかぬてせの ちっくせ. ╃けゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう 
いぇおかのつぇっすしは ゃ すっつっくうっ こはすう ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ 
ぇせおちうけくぇ. ╆ぇょぇすけお いぇしつうすにゃぇっすしは  ゃ しつっす けこかぇすに こさうけぉさっすぇっきけゅけ 
うきせとっしすゃぇ. 〉つぇしすくうおぇき, こさけうゅさぇゃてうき ぇせおちうけく, いぇょぇすけお 
ゃけいゃさぇとぇっすしは ゃ すっつっくうっ こはすう ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ 
ぇせおちうけくぇ. 

〈っかっそけく ょかは しこさぇゃけお: (34369) 4-33-12, 4-32-21.      
‶さっょしっょぇすっかぬ おけきうすっすぇ ╃.╁. ]きにてかはっゃ[╄╉╊┿╋┿



〉』[╄╃╇〈╄╊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”.

╂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 65681. 〈うさぇあ 2920 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru ╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 

うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす さっおかぇ-
きけょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿ - 4-90-34.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33. 
╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

¨すょっか さっおかぇきに  - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿.
《けすけおけささっしこけくょっくす - ┿くくぇ ╂┿╁[╇╊╄′╉¨.

‶さけしぬぉぇ くぇこさぇゃかはすぬ しけけぉとっくうは くぇ けょうく うい しかっょせのとうた ぇょさっしけゃ:
bgo@list.ru – ょかは けそうちうぇかぬくにた ょけおせきっくすけゃ ぇょきうくうしすさぇちうう う ╃せきに ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ,
brreklama@mail.ru– ょかは さっおかぇきに う ╁]╄》 ゃうょけゃ けぉなはゃかっくうえ,
bergrad@mail.ru – ょかは けぉさぇとっくうえ う いぇこさけしけゃ ゅさぇあょぇく.

‶けょぇすぬ けぉなはゃかっくうっ う こけょこうしぇすぬしは くぇ ゅぇいっすせ ゃに きけあっすっ おさせゅかけしせすけつくけ こけ ぉっしこかぇすくけきせ すっかっそけくせ: 8-800-3001-076.

╀っさっいけゃしおうえ ]〈╉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
すぇおあっ ‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 〉]╊〉╂╇

こけ ょけこけかくうすっかぬくけえ こけょゅけすけゃおっ う
けぉせつっくうの ゃけあょっくうの ぇゃすけきけぉうかは

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,
せか. ╊っくうくぇ, 79 ”ぉ”.

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения – 2 месяца.

╀っさっいけゃしおうえ しこけさすうゃくけ-
すったくうつっしおうえ おかせぉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ′┿╀¨[ ′┿ ╉〉[]｠ ╁¨╃╇〈╄╊╄╈ 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ おぇすっゅけさうう «╁»
(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ).

[╄╉╊┿╋┿

5 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8
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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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╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

Ñåéô-?âåðè, 
ðåBåòêè, 
âîðîòà, 

êîâàíûå èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ
8-919-36-40-690 [╄

╉╊
┿╋

┿

ヂ┎┇┄┐─│┋┟┅┌ 
ヴ┐┈┃┎┐├┅│┓ ド─┒├┟┍┓ ゴ│─┍┎│┍┓ 

┑ 〝━┈┋┅┅┌!

ゼ┓┆, ┄┅┒┈, │┍┓┊┈

ヴ┐┈┃┎┐├┅│┓ ド─┒├┟┍┓ ゴ│─┍┎│┍┓ヴ┐┈┃┎┐├┅│┓ ド─┒├┟┍┓ ゴ│─┍┎│┍┓
┑ 〝━┈┋┅┅┌!┑ 〝━┈┋┅┅┌!

Ýòîãî ñåðäöà íåò â ìèðå äîáðåå,
Ýòèõ çàáîòëèâûõ ðóê íåò íåæíåå,
Íåò ëó÷øå óëûáêè ýòîé è ãëàç,
Íåò ÷åëîâåêà êðàñèâåé äëÿ íàñ!
Ïóñòü áóäóò ñ÷àñòëèâû ýòè ãëàçà,
Ñåðäå÷êî çäîðîâûì ïóñòü áóäåò âñåãäà,
Ïîáîëüøå íàéäåòñÿ ïðè÷èí óëûáàòüñÿ,
Ñ Äîáðîì è Ëþáîâüþ ïî÷àùå âñòðå÷àòüñÿ!

Óâàæàåìûé Âèêòîð ÈâàíîâèA,
õîð âåòåðàíîâ "Ïîþùèå ñåðäöà" 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò Âàñ ñ 85-ëåòèåì!

『 ３ ｏＺＳＺ ８ＡＱｎ ｉｂ８ＡＸＱｍＧが ｑ１ＦＮＡＧＱｍＧ
≦Ｚ ｆＳＷ０ Ｑ０ｊＡ４Ｓ ｆＳＺＦＰ ［０Ｐ ＵＳＤＡＮ０Ｚｎ

」８ＳＷＳ３ｎｒ ＬＷＡＵＬＳ４Ｓが ｂＸＵＡｆＳ３が ３８ＳｆＱＳ３ＡＱｎｒ
『 ＤＦＥＱｎ ３ Ｚ０ＬＳＰ ＤＡ ＺＡＰＵＡ ＵＷＳ８ＳＮＤ０Ｚｎぁ

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

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ
8-902-26-24-513

づぎとずんぜん

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

(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ)

!

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:
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