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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, 13 そっゃさぇかは

‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
ょくひき -14-16, くけつぬの -23-25

╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 2 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 741 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 14 そっゃさぇかは
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -16-18, くけつぬの -18-20

╁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 738 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 15 そっゃさぇかは
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -14-16, くけつぬの -19-20

╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂ぇゃさうかっくおけ
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┦┲┶ ┲┳╃┶╀ ┲┮┱┲, 
┧┨┩ ┲┳╃┶╀ ┱┩ ┵┳╃┶
╋ぇさうう ぅおけゃかっゃくっ しっゅけょくは けこはすぬ くっ しこうすしは. 

«′せ つすけ ねすけ いぇ ╀けあぬっ くぇおぇいぇくうっ – ぉっししけくくう-
ちぇ», –  ゃいょにたぇっす けくぇ, こっさっゃけさぇつうゃぇはしぬ し ぉけおせ 
くぇ ぉけお. ╁いゅかはょ しおけかぬいうす こけ けおけくくけきせ しすっおかせ  
せのすくけえ おけきくぇすおう: くぇ ぉぇさたぇすうしすけ-つひさくけき くっぉっ 
いゃひいょけつおぇ きうゅぇっす: きけか, くっ ゅさせしすう, くけつぬ ぉにしすさけ 
こさけえょひす, ぇ せすさっつおけき こけょくうきってぬしは, きけあっす, 
こけ ょゃけさせ こさけえょひてぬ, すさけこうくおせ ゃ けゅけさけょっ ゃに-
すけこつってぬ, ゃけく しおけかぬおけ しくっゅせ ゃつっさぇ くぇきっかけ, ょぇ 
すぇおけゅけ ぉっかけゅけ う こせてうしすけゅけ. ╁ ょっすしすゃっ きけさけい 
う しくっゅ けくぇ くっ てうぉおけ かのぉうかぇ: けぉせゃおう くっす, ぇ 
ゃ かぇこすはた けす しゃけっえ せかうちに 8 ╋ぇさすぇ ょけ てっしすけえ 
ておけかに う ゃこさうこさにあおせ くっ ょけぉっあうてぬ. ╃け [けあ-
ょっしすゃぇ っとひ たけょうかぇ くぇ せさけおう, ぇ こけしかっ くぇ こっつう 
しうょっかぇ. ‶けいょくっっ けくぇ いぇおけくつうす おせさしに かうおぉっいぇ, 
う すけゃぇさおう ぉせょせす しつうすぇすぬ っひ ゅさぇきけすくけえ, ゃっょぬ 
う いぇはゃかっくうっ きけあっす くぇこうしぇすぬ, う おゃうすぇくちうう こけ-
しつうすぇすぬ.

¨た, ぇ ぉにかけ かう けくけ, ねすけ ょっすしすゃけ? ]っきぬは ぉけかぬ-
てぇは, さぇぉけすぇか けょうく けすっち, ゃ けしくけゃくけき くぇ すけさそは-
くうおっ, ゅょっ ょけぉにゃぇかう すけこかうゃけ ょかは ねかっおすさけしすぇく-
ちうう. ╁けいぬきひす くぇ こけかっ ょっすっえ, くぇさっあっす ゃさせつくせの 
すけさそ おうさこうつぇきう, ぇ けくう ゃっいせす うた くぇ すぇつおっ: ぉさぇ-
すせ ょけしすぇゃぇかうしぬ おうさこうつう こけ ょっしはすぬ おうかけゅさぇき-
きけゃ, ぇ っえ – こけ しっきぬ. ] けすちけき ╋ぇさうは つぇしすっくぬおけ 

う ょさけゃぇ つせあうき かのょはき いぇゅけすぇゃかうゃぇかぇ: しくぇつぇかぇ 
ゃきっしすっ くぇこうかはす うた, こけすけき  さぇいさせぉかっくくにっ つせさ-
おう けくぇ おかぇょひす ゃ さけゃくにっ こけかっくくうちに.

¨す すっこかぇ くぇてかぇ ょさっきけすぇ, う おぇお-すけ しさぇいせ こけ-
ょせきぇかけしぬ け かっすっ う かっしっ. ╉ぇお けくぇ かのぉうす かっし – 
しかけゃぇきう くっ ゃにしおぇいぇすぬ! ╁しっゅょぇ あょぇかぇ くぇつぇかぇ 
うのかは, つすけぉに こけぉっあぇすぬ いぇ いっきかはくうおけえ. ‶けすけき 
こさうたけょうか つっさひょ しこっかけえ つっさくうおう う おけしすはくおう, 
こけ けしっくう けすこさぇゃかはかうしぬ ょぇかっおけ, いぇ ╉させすうたせ, いぇ 
おかのおゃけえ う ぉさせしくうおけえ. ╁ おけくちっ かっすぇ おけさいうくに 
くぇこけかくはかう ゅさせいょう, さにあうおう, こけょけしうくけゃうおう. ╆ぇ 
くうた ╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ ょせてせ こさけょぇしす: う しけかうかぇ 
おさぇしぇゃちっゃ, う しせてうかぇ, ぇ っひ こうさけあおう し ゅさうぉぇきう 
ぉにかう いくぇきっくうすに くぇ ゃしの せかうちせ. «』すけ ゃ しけかひくにた 
ゅさうぉぇた ゅかぇゃくけっ?» – いぇょぇかぇ けくぇ ゃけこさけし ゃけけぉ-
さぇあぇっきけきせ しけぉっしっょくうおせ. «╂させい!». ╃ぇ-ょぇ, しけかぬ, 
こっさっち, つっしくけお う せおさけこ – ねすけ ゃぇあくけ, くけ ぉっい 
すはあひかけゅけ おぇきくは, こさうしすさけっくくけゅけ こけゃっさたせ せかけ-
あっくくにた しかけはきう ゃ ゃっょさっ ゅさせいょっえ, そうさきっくくにた 
ゅさうぉけゃ くっ ゃにえょっす! 〈ぇおけゃ っひ しっおさっすくにえ さっちっこす.

╊っし っひ ゃにおけさきうか ゃ ょっすしすゃっ. ′ぇしけぉうさぇのす 
し しひしすさぇきう ╆うくけえ う ┿かっゃすうくけえ いっきかはくうおう う 
うょせす こっておけき ゃ ]ゃっさょかけゃしお こさけょぇゃぇすぬ はゅけょせ ゃ 
しおゃっさぇた, こけ おゃぇさすうさぇき. ┿ ゃっつっさけき, おせこうゃ たかっ-
ぉぇ, ょっゃつけくおう てぇゅぇのす ゃっしっかけ ょけきけえ, つすけぉに し 
こっさゃにきう かせつぇきう しけかくにておぇ しくけゃぇ こさけぉさぇすぬしは 
お いっきかはくうつくにき こけかはくぇき. ╁ ゃけえくせ かっし しこぇし っひ 
ょっすっえ けす しきっさすう. 〈ぇお ゅけかけょくけ ぉにかけ, つすけ, しなっゃ 

ゃ けおさせゅっ ゃしの おさぇこうゃせ う かっぉっょせ, けくう うしおぇかう っひ 
ゃ しけしくけゃけき ぉけさせ, ゃ ょうおけえ きぇかうくっ, ぇ っとひ ゃに-
おぇこにゃぇかう おかせぉくう しぇさぇくけお. 〉さけょうしぬ, かっぉっょぇ, ゃ 
すさう さはょぇ…

′けつぬ けおせすぇかぇ ょけき ゅかせぉけおけえ すうてうくけえ, くけ 
しけく すぇお う くっ こさうたけょうす. ぁすけ すけかぬおけ ゃ きけかけ-
ょけしすう しこうてぬ – こせておけえ くっ さぇいぉせょうてぬ. ╁しこけき-
くうかぇ, おぇお しすさぇてくけ ぉにかけ くけつっゃぇすぬ ゃ ういぉせておっ 
ゅっけかけゅけさぇいゃっょつうおけゃ, つすけ しすけはかぇ ゃ かっしせ 44 
おゃぇさすぇかぇ. ′け おせょぇ ょっくってぬしは: くけしうかぇ っょせ くぇ 
おけさけきにしかっ いぇ こはすぬ おうかけきっすさけゃ おけさきうすぬ さぇ-
ぉけつうた. 〈けこぇってぬ ょけかゅけえ ょけさけゅけえ お くうき, ぇ せ 
しぇきけえ きにしかう  けぉ けしすぇゃてうたしは ょけきぇ きぇかっくぬおうた 
ょっすはた. 

′けゅう くけのす, しうか くっす. ╉けくっつくけ: しおけかぬおけ 
けくう ょけさけゅ いぇ ょけかゅせの あういくぬ こさけてかう, おうかけ-
きっすさけゃ けすきぇたぇかう – くうおぇおうき てぇゅけきっさけき くっ 
ういきっさうてぬ. ┿ゃすけぉせしけゃ くっ ぉにかけ, くけゅう いぇきっくは-
かう うた. ¨こはすぬ あっ こっておけき くけしうかぇ  ゃ ]ゃっさょ-
かけゃしお  しすぇさてっきせ ぉさぇすせ たかっぉ: けく さぇぉけすぇか こけ-
くっょっかぬくけ くぇ いっきかはくにた さぇぉけすぇた くぇ ╁╇╆っ. [ぇい 
こさうてかぇ お くっきせ ゃ ぉさうゅぇょせ, ょゃぇ, ぇ ゃしおけさっ くぇ 
こけさけゅっ さけょうすっかぬしおけえ ういぉに こけはゃうかうしぬ しゃぇすに 
けす ょさせゅぇ ぉさぇすちぇ: せ くぇし おせこっち ╁ぇしうかうえ, せ ゃぇし 
すけゃぇさ – おさぇしくぇ ょっゃうちぇ. ′うおすけ っひ しけゅかぇしうは 
う しこさぇてうゃぇすぬ くっ しすぇか: おけゅょぇ ゃ しっきぬっ けょくけ 
ぉけゅぇすしすゃけ – しっきっさけ ょっすっえ, ゃけこさけし さってぇっすしは 
しぇき しけぉけえ.

‶けくうきぇかぇ ねすけ う ╋ぇてぇ 』うおぇくちっゃぇ, こけねすけきせ 
かけきぇすぬしは くっ しすぇかぇ. 》けすは いくぇかぇ, つすけ こさうゅけあぇ 
しけぉけえ, ょぇ う たぇさぇおすっさ かのょう っひ くぇたゃぇかうゃぇかう, 
くけ おさぇしけすけえ う こけおかぇょうしすけしすぬの しにす くっ ぉせょってぬ. 
«′っ は ゃにてかぇ  いぇきせあ, ぇ きっくは すけゅょぇ けすょぇかう いぇ 
きせあぇ», – ゃょさせゅ こさうゅけさのくうかぇしぬ ╋ぇさうは ぅおけゃ-
かっゃくぇ. ╁ぇしうかうは けくぇ こけくぇつぇかせ くっ すけ, つすけ くっ 
かのぉうかぇ – こさけしすけ  くっ いくぇかぇ. ′け こさけてかけ ゃさっきは, 
う けくぇ こけくはかぇ: ょけさけあっ ねすけゅけ つっかけゃっおぇ せ くっひ くっ 
ぉせょっす くうおけゅけ. ′ぇ こぇきはすぬ け こけきけかゃおっ けしすぇかぇしぬ 
こけょぇさっくくぇは ぉさぇすけき ぉぇかぇかぇえおぇ. ╉けゅょぇ ゃけしこけ-
きうくぇくうは くぇつうくぇのす くぇおさにゃぇすぬ すはあひかけえ, ょせて-
くけえ ゃけかくけえ, けくぇ ぉっさひす ゃ させおう すさひたしすさせくくせの 
こけょさせゅせ う くぇうゅさにゃぇっす しゃけう かのぉうきにっ こっしくう: 
«╉けゅょぇ ぉ うきっか いかぇすにっ ゅけさに… ¨しすぇゃぬ, ╋ぇさうは, 
きけう しすっくに, う こさけゃけょう きっくは し おさにかぬちぇ». ‶け-
うゅさぇっす, こけこけひす, う かっゅつっ くぇ ょせてっ しすぇくけゃうすしは.

╋けかけょけあひくに ゃにしすさけうかう こけ しけしっょしすゃせ し さけょう-
すっかはきう しゃけえ ょっさっゃはくくにえ ょけき. ¨す かのぉゃう さけょう-
かうしぬ つっすゃっさけ ょっすっえ, くけ きぇすっさう ゃにこぇかけ うしこにすぇくうっ 
こっさっあうすぬ ょゃけうた うい くうた. ] ╁ぇしうかうっき 》さうしすけそけさけ-
ゃうつっき すけあっ こけあうかう くっょけかゅけ, うい-いぇ ぉけかぬくにた くけゅ 
くぇ そさけくす っゅけ くっ ゃいはかう, くけ う すさせょぇさきうう たゃぇすうかけ. 
╉けゅょぇ せきっさ ゃ ゅけしこうすぇかっ ]ゃっさょかけゃしおぇ, しっきぬは ょぇあっ 
こけたけさけくうすぬ くっ しきけゅかぇ, ゃ けぉとっえ きけゅうかっ う かっあうす, 
ゅけさっきにつくにえ. 〈け ゃさっきは くぇゃしっゅょぇ けしすぇかけしぬ ゅかせぉけ-
おけえ いぇさせぉおけえ ゃ ょせてっ, くっょぇさけき ゅけゃけさはす: 
ゃ つひさくけき ゅけょせ 15 きっしはちっゃ. 

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
╁ 1864 ゅけょせ ぉにか けすおさにす きけ-

しおけゃしおうえ いけけこぇさお. 
╁ 1955 ゅけょせ ]けゃっすしおけっ こさぇ-

ゃうすっかぬしすゃけ こさうくはかけ さってっくうっ け 
しけいょぇくうう おけしきけょさけきぇ «╀ぇえおけ-
くせさ». ╉けしきけょさけき «╀ぇえおけくせさ» – 
こっさゃにえ う おさせこくっえてうえ (こかけとぇょぬ 
6717 おき²) ゃ きうさっ おけしきけょさけき, 
さぇしこけかけあっく くぇ すっささうすけさうう ╉ぇ-
いぇたしすぇくぇ. ‶けしかっ さぇしこぇょぇ ]]][ ゃ 
くぇつぇかっ 1990-た おけしきけょさけき けすけてひか 
╉ぇいぇたしすぇくせ. ┿さっくょせっすしは [けししうっえ 
ょけ 2050 ゅけょぇ.

[¨╃╇╊╇]を:
╁ 1809 ゅけょせ – ┿ゃさぇぇき ╊うく-

おけかぬく, 16-え こさっいうょっくす ]【┿, くぇちう-
けくぇかぬくにえ ゅっさけえ, かうおゃうょうさけゃぇゃ-
てうえ さぇぉしすゃけ くぇ すっささうすけさうう ]【┿.

╁ 1809 ゅけょせ – 』ぇさかぬい ╃ぇさ-
ゃうく, ぇゃすけさ すっけさうう っしすっしすゃっくくけゅけ 
けすぉけさぇ.

╁ 1881 ゅけょせ – ┿くくぇ ‶ぇゃかけゃぇ, 
させししおぇは ぇさすうしすおぇ ぉぇかっすぇ, けょくぇ うい 
ゃっかうつぇえてうた ぉぇかっさうく XX ゃっおぇ.
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╋┿〈╄[╇┿╊ «[けょけゃにっ したゃぇすおう» ゃにいゃぇか くってせすけつ-
くにっ したゃぇすおう くぇ しぇえすっ くぇてっえ ゅぇいっすに. ]くぇつぇかぇ 

させゅぇかう さっょぇおちうの いぇ しうきこぇすうの お ゅかぇゃゃさぇつせ (こけつっきせ-
すけ こけいうちうは, ゃにしおぇいぇくくぇは そさぇいぇきう «さけょょけき けぉうあぇのす 
ぉっいさぇいかうつうっき, う っゅけ しけすさせょくうおぇき ねすけ おぇお ゅけさぬおぇは こう-
かのかは; けゅけかひくくにえ てすぇす さけょょけきぇ – そぇおす こさけしすけ けこぇしくにえ! 
¨ぉうょくけ: おゃぇかうそうちうさけゃぇくくにっ おぇょさに ぉっゅせす くっ うい-いぇ ょっくっゅ, ぇ こけ 
ょさせゅうき ゃっしおうき こさうつうくぇき» – ぉにかう こさけしすけ くっ いぇきっつっくに). ‶けすけき こけ-
てかけ こさはきけっ けぉとっくうっ ゃさぇつぇ-くっけくぇすけかけゅぇ ぇおせてっさしおけゅけ けすょっかっくうは 
┿くすけくうくに ╋うたぇえかけゃくに ┿いけゃしおけえ し こさっしし-しっおさっすぇさひき 『╂╀ ]. ]すせ-
おけゃにき け おけくおさっすくにた こさけぉかっきぇた, つすけ っとひ ぉけかぬてっ せすゃっさょうかけ くぇし ゃ 
きにしかう, つすけ けぉっうき しすけさけくぇき いぇすはあくけゅけ おけくそかうおすぇ おぇお ゃけいょせた くせ-
あっく ょうぇかけゅ. ╀っい せつぇしすうは ゅぇいっすに, し ゅかぇいせ くぇ ゅかぇい. ╉ぇお しけけぉとうか くぇき 
]っさゅっえ ╁うおすけさけゃうつ, すぇおぇは ゃしすさっつぇ しけしすけうすしは ゃ ぉかうあぇえてっっ ゃさっきは. 
┿ こけおぇ – ゃにょっさあおう うい ょうしおせししうう くぇ しぇえすっ.
ANTAZID

╇い おけかかっおすうゃぇ せてかう すさう ゃさぇつぇ 
うい てっしすう. ‶けかけゃうくぇ おけかかっおすう-
ゃぇ. ‶けょこうしぇくくにた いぇはゃかっくうえ くぇ 
せゃけかぬくっくうっ ぇおせてっさけお う きっょしっ-
しすひさ – こはすぬ, しすけかぬおけ あっ しけぉうさぇ-
のすしは せえすう. ぅおけぉに こさうてっょてぇは うい 
]っゃっさけせさぇかぬしおぇ いぇゃっょせのとぇは くっ 
こさうょひす: けくぇ せしすさけうかぇしぬ くぇ さぇぉけすせ 
ゃ ゅけさけょっ. ┿おせてっさけお (ぇ すぇおあっ ゃさぇ-
つっえ) ′╄ ぉせょっす. 

╁にこかぇすに こけかけあっくに, くけ さぇい-
きっさに うた いぇくうあっくに 『╂╀ ょぇあっ こけ 
しさぇゃくっくうの し きうくうきぇかぬくけ こけかけ-
あっくくにきう こけ くけさきぇすうゃぇき. 

]っさすうそうおぇすくにた (ゃにこかぇす – 
こさうき. さっょぇおちうう) いぇ ょっおぇぉさぬ くっす 
ょけ しうた こけさ う くっ けあうょぇっすしは ょけ 15 
つうしかぇ.

┿ ゃけす ゃぇき うくそけさきぇちうは お さぇい-
きにてかっくうの こけ こけゃけょせ おぇょさけゃ う 
ゃくうきぇくうは ぇょきうくうしすさぇちうう. ]っょぬ-
きけゅけ そっゃさぇかは ゃ さけょょけきっ くけつぬの 
くっ ぉにかけ くっけくぇすけかけゅぇ. ′っおけきせ 
ょっあせさうすぬ, こけねすけきせ  こさけぉっかに ゃ 
ゅさぇそうおっ  11 う 19 そっゃさぇかは. ]けけす-
ゃっすしすゃっくくけ, っしかう ゃ ねすう ょくう さけょうす-
しは すはあひかにえ さっぉひくけお, けく しおけさっっ 
ゃしっゅけ こけゅうぉくっす うい-いぇ くっけおぇいぇくうは 

おゃぇかうそうちうさけゃぇくくけえ こけきけとう ゃ 
こけかくけき けぉなひきっ. 

╉┿[┿╋╀¨╊を
╁ ゃぇてっき おけききっくすぇさうう ょけこせ-

とっくに しかっょせのとうっ そぇおすうつっしおうっ 
けてうぉおう:

╁ ぇおせてっさしおけき けすょっかっくうう 3,5 
しすぇゃおう ゃさぇつっえ, ぇ そぇおすうつっしおう 
さぇぉけすぇっす ゅけさぇいょけ ぉけかぬてっ (しけ-
ゃきっしすうすっかう). 〉てかけ ょゃぇ ゃさぇつぇ 
てすぇすくにた う けょうく しけゃきっしすうすっかぬ. 
〉ゃけかうかうしぬ ょゃっ ぇおせてっさおう. ′ぇしつひす 
"しすけかぬおけ あっ しけぉうさぇのすしは せえすう", 
すぇお しおけかぬおけ は しっぉは こけきくの – けくう 
ゃしひ ゃさっきは しけぉうさぇのすしは せえすう.

╆ぇゃっょせのとせの うい ]っゃっさけせさぇかぬ-
しおぇ せしすさけうかけ ゃしひ: う いぇさこかぇすぇ, う 
あうかぬひ, くけ こけしかっ いくぇおけきしすゃぇ し 
おけかかっおすうゃけき けすょっかっくうは けくぇ くっ-
けあうょぇくくけ こっさっょせきぇかぇ. ぅ くっ ぉせょせ 
しっえつぇし こっさっょぇゃぇすぬ っひ きくっくうっ, くけ 
ゃ すぇおけき おけかかっおすうゃっ "うしすっさうつっお う 
しおかけつくうち" けくぇ さぇぉけすぇすぬ くっ こけあっ-
かぇかぇ.

╄しかう ゃにこかぇすに きっくぬてっ, つっき こけ-
かけあっくに こけ くけさきぇすうゃぇき, すけ ゃぇき 
くせあくけ けぉさぇすうすぬしは ゃ こさけおせさぇすせさせ. 
‶けおぇ ゃぇてう しかけゃぇ – ゅけかけしかけゃくにっ 
けぉゃうくっくうは.  

BUSH

ぅ くっ すぇお たけ-
さけてけ いくぇおけき し しうすせぇちうっえ ゃ ぇおせ-
てっさしおけき けすょっかっくうう, くけ ゅけさけょ 
こけかくうすしは しかせたぇきう. ‶さけ しおかけつ-
くにえ おけかかっおすうゃ – しすけこさけちっくすくぇは 
こさぇゃょぇ. ╋けは さけょしすゃっくくうちぇ うきっかぇ 
せょけゃけかぬしすゃうっ さけあぇすぬ ゃ くぇてっき 
さけょょけきっ. [ぇししおぇいにゃぇかぇ, つすけ しぇ-
きけっ かのぉうきけっ いぇくはすうっ ぇおせてっさけお 
– こっさっきにゃぇすぬ ょさせゅ ょさせゅせ おけしすう う 
ゃっあかうゃけ させゅぇすぬしは. 

╀[ ゃしっゅょぇ しょっさあぇくくっっ ╆╂, くけ 
ねすけ くっ きうくせし, ぇ こけいうちうは. ╊せつてっ 
けこうしにゃぇすぬ さっぇかぬくにっ こさけぉかっきに, 
つっき つぬう-すけ こさっすっくいうう.  
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′ぇき すっさはすぬ せあっ くっつっゅけ, こけぉっ-
ょぇ うかう しきっさすぬ (すけ っしすぬ, かうぉけ くぇき 
せょぇしすしは ょけくっしすう ょけ くぇつぇかぬしすゃぇ, 
つすけ "こぇちうっくす" – ぇおせてっさしおぇは しかせあ-
ぉぇ ╀╂¨ – くぇたけょうすしは ゃ おさうすうつっしおけき 
しけしすけはくうう, かうぉけ さっぇくうきぇちうう けくぇ 
せあっ こけょかっあぇすぬ くっ ぉせょっす).

¨しすぇかけしぬ こけかすけさぇ いっきかっおけこぇ. 
┿おせてっさ う こけかくっけくぇすけかけゅぇ, うかう くっ-
けくぇすけかけゅ う こけか-ぇおせてっさぇ くぇ 60 すに-
しはつ くぇしっかっくうは. ╆ぇぉぇゃくけ, くっ すぇお かう?

¨すくけしうすっかぬくけ "しおけかぬおけ は しっぉは 
こけきくの – けくう ゃしひ ゃさっきは しけぉうさぇのす-
しは せえすう". ╋くっ おぇあっすしは, つすけ しすぇょうは 
"しけぉうさぇのすしは せえすう" – おぇお さぇい すぇ, くぇ 
おけすけさけえ くっけぉたけょうきけ こさうくうきぇすぬ 
きっさに. ╇ぉけ くぇきくけゅけ さぇちうけくぇかぬ-
くっっ こけこにすぇすぬしは しけたさぇくうすぬ すけ, つすけ 
っしすぬ, つっき さぇいさせてうすぬ ゃしひ ょけ けしくけ-
ゃぇくうは う しすさけうすぬ いぇくけゃけ, けしけぉっくくけ 

ゃ せしかけゃうはた ょっそうちうすぇ "しすさけえきぇすっ-
さうぇかけゃ".

′っしけしすけはゃてせのしは いぇゃっょせのとせの うい 
]っゃっさけせさぇかぬしおぇ くっ せしすさけうかけ, こさっ-
あょっ ゃしっゅけ, しけけすくけてっくうっ けぉなひきぇ 
さぇぉけすに う こさっょかけあっくくけえ いぇさぇぉけす-
くけえ こかぇすに (ょさせゅうきう しかけゃぇきう, ゃ ]っ-
ゃっさけせさぇかぬしおっ こさう いぇきっすくけ きっくぬてっえ 
くぇゅさせいおっ いぇさこかぇすぇ ぉにかぇ いぇきっすくけ 
ゃにてっ), ぇ すぇおあっ せしかけゃうは, こさっょ-
かけあっくくにっ っひ きせあせ, ゃさぇつせ-すさぇゃ-
きぇすけかけゅせ. ╉ ゃさぇつぇき ぇおせてっさしおけゅけ 
けすょっかっくうは せ くっひ こさっすっくいうえ くっす. ¨す-
くけしうすっかぬくけ "′╄ ぉせょっす" こっさしけくぇかぇ 
– いぇはゃかっくうっ くっ ゅけかけしかけゃくけっ. ╃ぇあっ  
ぇおせてっさけゃ, おけすけさにた けすくけしうすっかぬくけ 
きくけゅけ, くぇえすう くっ こさけしすけ, ぇ ゅょっ ゃに しけ-
ぉうさぇっすっしぬ うしおぇすぬ う つっき いぇきぇくうゃぇすぬ 
お くぇき ょっそうちうすくにた くっけくぇすけかけゅけゃ? 
╉けきくぇすけえ ゃ けぉとっあうすうう?

╆ょっしぬ くっ しせょ, ぇ ゅぇいっすぇ, こけねすけきせ 
しのょぇ ょけおぇいぇすっかぬしすゃぇ ゃにくけしうすぬ 
くっ しすぇかぇ. ╁ いぇはゃかっくうう ゃ しせょ ゃしひ 
けすさぇいうき. ′ぇこさうきっさ すけ, つすけ ぇおせ-
てっさしおけっ う ゅうくっおけかけゅうつっしおけっ けす-
ょっかっくうは こさう さぇしつひすっ いぇさこかぇすに 
けすくっしっくに お すっさぇこっゃすうつっしおけきせ, 
ぇ くっ たうさせさゅうつっしおけきせ こさけそうかの 
(くけくしっくし こさう 21% けこっさぇすうゃくにた 
さけょけさぇいさってっくうえ いぇ 2010 ゅけょ), 
つすけ すけあっ しくういうかけ いぇさこかぇすせ.

╀[╇╉
‶さけぉかっきに ゃ さけょょけきっ っしすぬ, し 

ねすうき くっ こけしこけさうてぬ. ′っ たけつってぬ さぇ-

ぉけ-
す ぇ す ぬ 

– せゃけかぬくはえしは! 
╆ぇつっき あっ ゃに, こさけそっししうけくぇかぬくにっ 
ぇおせてっさに し けすかうつくにき (しせょは こけ 
ゅさぇきけすくけしすう) けぉさぇいけゃぇくうっき, しう-
ょうすっ ゃ くぇてっき せあぇしくけき さけょょけきっ 
う あぇかせっすっしぬ くぇ あういくぬ? ╁に きぇいけ-
たうしすに? ╃っゃせておう-おさぇしぇゃうちに, せたけ-
ょうすっ! ‶けゃっさぬすっ, くぇ ゃぇてっ きっしすけ 
こさうょせす ょさせゅうっ. ¨くう-すけ こけえきせす, 
つすけ "いぇおさにゃぇのす ゅかぇいぇ くぇ こさけぉかっ-
きに" くっ うい-いぇ さぇゃくけょせてうは, ぇ ょかは 
そせくおちうけくうさけゃぇくうは ぉっさひいけゃしおけゅけ 
さけょうかぬくけゅけ けすょっかっくうは. 
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╁けこさけし お さっょぇおすけさせ: ゃに きけあっすっ 
けこせぉかうおけゃぇすぬ ぁ〈¨ ゃ «╀っさひいけゃ-
しおけき さぇぉけつっき»?

╉┿[┿╋╀¨╊を
′っ こっさっあうゃぇえすっ, ゅかぇゃくにえ 

さっょぇおすけさ せあっ こさうゅけすけゃうか ぁ〈¨ 
お こせぉかうおぇちうう. ╀せおゃぇかぬくけ くっ-
しおけかぬおけ つぇしけゃ くぇいぇょ せ くぇし し 』っす-
ゃっさうおけゃにき しけしすけはかしは さぇいゅけゃけさ し 
ゅかぇゃくにき ゃさぇつけき ゃっさたくっこにてきうく-
しおけえ 『╂╀ ゅけしこけあけえ ╀せぉくけゃけえ (お 
くっえ けすくけしうすしは ]さっょくっせさぇかぬしおうえ 
さけょょけき, ゅょっ いぇさこかぇすぇ "いくぇつう-
すっかぬくけ ゃにてっ", つっき せ くぇし). ╂け-
しこけあぇ ╀せぉくけゃぇ しおぇいぇかぇ, つすけ っひ 
ゃさぇつう – ゅうくっおけかけゅう う ぇおせてっさおう 
– ぉせおゃぇかぬくけ くっ ょぇのす っえ こさけたけ-
ょぇ, すさっぉせは こけゃにてっくうは いぇさこかぇすに 
"おぇお ゃ ╀っさひいけゃしおけき さけょょけきっ". 
╉すけ ょかは おけゅけ こさうきっさ, は すぇお う くっ 
こけくはか...

╉[┿]¨〈┿ ]‶┿]┱〈 ╋╇[

╂ぇかうくぇ 【╄╋ぅ╉╇′┿, ゃっすっさぇく ╁¨╁, そけすけ ╁かぇょうきうさぇ ╂〉╃¨╁┿
╁ういうすくぇは おぇさすけつおぇ きぇゅぇいう-

くけゃ – ゃうすさうくに, ょけき おせかぬすせさに ゃに 
ぉっいけてうぉけつくけ ゃにつうしかうすっ こけ ぇそう-
てぇき. ┿ おぇお くぇえすう ょけさけゅせ ゃ ょゃけ-
さけゃにえ おかせぉ «┿かにえ こぇさせし», ゃっょぬ 
さぇしこけかけあっく けく くぇ こっさゃけき ねすぇあっ 
しすぇくょぇさすくけえ しっさけ-こぇくっかぬくけえ こは-
すうねすぇあおう? ¨つっくぬ こさけしすけ: こけ けお-
くぇき! ╃ぇ-ょぇ, きうきけ すぇおうた けつぇさけゃぇ-
すっかぬくにた, あうゃにた, ゃにさぇいうすっかぬくにた 
«ゅかぇい» くっ こさけえょひてぬ, くっょぇさけき 
あうすっかぬくうちぇ ]けゃっすしおけゅけ きうおさけ-
さぇえけくぇ ¨かぬゅぇ ┿かっおしっっゃくぇ ╋っょ-
ゃっょっゃぇ いぇきっすうかぇ: «╋に こけ ゃぇてうき 
けおくぇき すけつくけ いくぇっき, つすけ こさうてひか 
′けゃにえ ゅけょ». 

╁ ょっおぇぉさっ くぇ しすひおかぇた «せしっ-
かうしぬ» しくっゅうさう, さぇしこせてうかうしぬ っかう, 
ぉっさひいおぇ «こさうくぇおさにかぇしぬ しくっゅけき, 
すけつくけ しっさっぉさけき» う, おぇお せ こけねすぇ, 
さぇしこせしすうかぇ おうしすう ぉっかけえ ぉぇたさけ-
きけえ. ╇ ゃしの ねすせ おさぇしけすせ しけいょぇか 

ぉけかぬてけえ ょさせゅ ょゃけさけゃけゅけ おかせぉぇ 
┿. ╉けきはゅうく. 〉 こっょぇゅけゅぇ こけ ╇╆¨ – 
けしけぉけっ ゃうょっくうっ こさうさけょに, かのょっえ, 
しゃけう うょっう けく しくぇつぇかぇ ゃけこかけとぇっす 
ゃ ねしおういに, ぇ せあ こけしかっ – ゃ はさおうっ 
おぇさすうくおう. ╃っすう – こっさゃにっ こけきけと-
くうおう ┿くぇすけかうは ┿かっおしっっゃうつぇ う 
しぇきにっ ぉかぇゅけょぇさくにっ こけつうすぇすっかう. 
′け くっ すけかぬおけ さっぉはすぇ かのぉせのすしは 
おぇあょけえ いうきけえ ねすうきう すゃけさっくうはきう: 
こさけたけあうっ くっこさっきっくくけ いぇょっさあう-
ゃぇのす てぇゅ, ゃっょぬ さうしせくおう けしすぇゃかは-
のす けとせとっくうっ きけいぇうおう.

╁ ゃけいょせたっ ゃうすぇっす けあうょぇくうっ 
ゃっしくに, いくぇつうす, しおけさけ しくっあくにっ 
しせゅさけぉに さぇしすぇのす くっ すけかぬおけ くぇ 
ょけさけあおぇた, くけ う けおくぇた «┿かけゅけ 
こぇさせしぇ». ╅ぇかぬ, くけ ┿くぇすけかうえ ╉け-
きはゅうく けぉっとぇっす しけすゃけさうすぬ くぇ しかっ-
ょせのとうえ ゅけょ ょさせゅせの さぇょけしすぬ, っとひ 
ぉけかっっ はさおせの う ゃっしひかせの. ╀せょっき 
あょぇすぬ ゃしすさっつう し くっえ!

[┿]]╉┿╅〉〈 ¨ ‶[┿╆╃′╇╉╄… ¨╉′┿

‶[┿╁¨]╊┿╁╇╄
┪┨┖┰ ┦┯┤┨┿┮┷ 

┦┬┮┩┱┶┬╃
〈ぇきぇさぇ ╀¨[〈′╇╉¨╁┿
15 そっゃさぇかは  – こさぇいょくうお ]さっすっくうは 

╂けしこけょくは (]さっすっくうっ ゃ こっさっゃけょっ し 
ちっさおけゃくけしかぇゃはくしおけゅけ – ゃしすさっつぇ). 
╁ うしすけさうう ′けゃけゅけ ╆ぇゃっすぇ けく いくぇ-
きっくせっす しけぉにすうっ, おけゅょぇ ╀けゅけさけょうちぇ 
ゃこっさゃにっ こさうくっしかぇ ╀けゅけきかぇょっくちぇ 
ゃ ╇っさせしぇかうきしおうえ たさぇき, ゅょっ けく ぉにか 
こさうくはす しすぇさちっき ]うきっけくけき. ╁ つっしすぬ 
]さっすっくうは ╂けしこけょくは ょゃっしすう かっす くぇ-
いぇょ ぉにか けしゃはとひく たさぇき ゃ ]すぇさけこにて-
きうくしおっ. ╄あっゅけょくけ 15 そっゃさぇかは いょっしぬ 
けすきっつぇっすしは こさっしすけかぬくにえ こさぇいょくうお. 
′ぇしすけはすっかぬ  こさけすけうっさっえ ′うおけかぇえ 
╁ぇしうかぬつせお こさうゅかぇてぇっす こさぇゃけしかぇゃ-
くにた くぇ すけさあっしすゃけ, すっき ぉけかっっ つすけ 
けあうょぇっすしは こさうっいょ ┿さたうっこうしおけこぇ 
╁うおっくすうは. ╀けあっしすゃっくくぇは  かうすせさゅうは 
しけしすけうすしは 15 そっゃさぇかは, ゃけ ゃすけさくうお, 
し 9 つぇしけゃ せすさぇ.

ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÀß ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß 

ÐÅØÅÍÈÅ ¹10-43 îò  9 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Îá àííóëèðîâàíèè ðåãèñòðàöèè Áàðêååâà À.Â. 

êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ Áàðêååâà À.Â. çàðåãèñòðèðîâàííîãî êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü ãëà-

âû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà î ñíÿòèè ñâîåé êàíäèäàòóðû íà äîñðî÷íûõ âûáîðàõ ãëàâû Áåðåçîâñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà áåç âûíóæäàþùèõ íà òî îáñòîÿòåëüñòâ. Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 1, 8 ñòàòüè 54, ïóíêòîì 

2 ñòàòüè 98 Èçáèðàòåëüíîãî êîäåêñà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Áåðåçîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ òåððèòîðèàëüíàÿ èç-

áèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 

ÐÅØÈËÀ: 

1. Àííóëèðîâàòü ðåãèñòðàöèþ Áàðêååâà Àíäðåÿ Âàäèìîâè÷à  êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâ-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2. Íàïðàâèòü ïèñüìåííîå óêàçàíèå Áåðåçîâñêîìó îòäåëåíèþ Ñáåðåãàòåëüíîãî áàíêà ¹ 6150 Óðàëüñêî-

ãî áàíêà Ñáåðáàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  î ïðåêðàùåíèè ñ 08 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ðàñõîäíûõ îïåðàöèé 

ïî ñïåöèàëüíîìó èçáèðàòåëüíîìó ñ÷åòó, îòêðûòîìó êàíäèäàòîì íà äîëæíîñòü ãëàâû Áåðåçîâñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Áàðêååâûì À.Â.

3. Ïðåäëîæèòü Áàðêååâó À.Â. íå ïîçäíåå 15 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà:

3.1. Ïðîèçâåñòè îïåðàöèè ïî çàêðûòèþ ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà

3.2. Ïðåäñòàâèòü â Áåðåçîâñêóþ ãîðîäñêóþ òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ èòîãîâûé ôè-

íàíñîâûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà. 

4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, Áàðêååâó À.Â., 

ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé» è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

Áåðåçîâñêîé ãîðîäñêîé 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

╂けさけょしおけえ おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ ╀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 
こさけゃけょうす 4 ゅけさけょしおけえ おけくおせさし «╃╊╇′′┿ぅ ╉¨]┿ – ╃╄╁╇』をぅ ╉[┿]┿»

╁ いぇょぇつう おけくおせさしぇ ゃたけょうす:
]けたさぇくっくうっ う こさっせきくけあっくうっ くぇ-

ちうけくぇかぬくにた すさぇょうちうえ [けししうえしおけゅけ 
けぉとっしすゃぇ, さけょくけゅけ おさぇは; ゃけしこうすぇ-
くうっ ねしすっすうつっしおけゅけ ゃおせしぇ, ゃくうきぇくうは 
う せゃぇあっくうは お あっくしおけえ おさぇしけすっ. ╉ 
せつぇしすうの ゃ おけくおせさしっ ょけこせしおぇのすしは 
ょっゃけつおう う ょっゃせておう ゃ ゃけいさぇしすっ けす 
4 ょけ 18 かっす. 〉つぇしすうっ ゃ おけくおせさしっ 
«╃かうくくぇは おけしぇ – ょっゃうつぬは おさぇしぇ» 
こけきけゅぇっす のくにき しけいょぇくうはき かせつてっ 
せいくぇすぬ ねすうおっす, すさぇょうちうう, おけすけさにっ 
しせとっしすゃせのす せあっ きくけゅけ かっす. ′せ ぇ 
さけょうすっかはき おけくおせさし こけきけあっす ゃけし-
こうすぇすぬ ゃ ょっゃけつおぇた つうしすけすせ すっかぇ う 
ょせてう, ゃにさぇしすうすぬ うた ょけぉさにきう う つせす-
おうきう, こさうゃうすぬ おぇお きけあくけ ぉけかぬてっ 
ょけぉさにた おぇつっしすゃ.

╉けくおせさし けちっくうゃぇっすしは こけ こはすう 
くけきうくぇちうはき:

1. ]ぇきぇは ょかうくくぇは おけしぇ
2. ]ぇきぇは ぉけゅぇすぇは おけしぇ (こけ てうさう-

くっ けぉたゃぇすぇ)
3. ╋ぇかっくぬおぇは そっは (し 4 ょけ 8 かっす)
4. 《ぇくすぇいうえくぇは こさうつひしおぇ
5. ‶さうい いさうすっかぬしおうた しうきこぇすうえ
╅っかぇのとうき せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ おけく-

おせさしっ くっけぉたけょうきけ いぇこけかくうすぬ いぇ-
はゃおせ し せおぇいぇくうっき こぇしこけさすくにた ょぇく-
くにた うかう ょぇくくにた しゃうょっすっかぬしすゃぇ け 
さけあょっくうう, し せおぇいぇくうっき ぇょさっしぇ, 
おけくすぇおすくけゅけ すっかっそけくぇ う ょかうくに 
おけしに.

╆ぇはゃおう こさうくうきぇのすしは こけ 
ぇょさっしせ:

┿お. ╉けさけかひゃぇ, 2╀ – ╃╉ «]けゃさっ-
きっくくうお» し こけくっょっかぬくうおぇ こけ こはす-
くうちせ: し 10.00 ょけ 14.00 ゃ おぇぉうくっすっ 
わ19/1, し 16.00 ょけ 19.00 ゃ おぇぉうくっすっ 
わ2 ょけ 15 そっゃさぇかは.

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

′╄┿╃╄╉╁┿〈′｠╈ ╀╄′╆¨╁¨╆
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
10 そっゃさぇかは ゃ 9:45 せすさぇ ゃけっくくにえ 

ぉっくいけゃけい «〉さぇか» ょゃうゅぇかしは こけ ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅしおけえ おけかぬちっゃけえ ぇゃすけょけさけ-
ゅっ. ╂さけいくぇは う けこぇしくぇは きぇたうくぇ ゃょさせゅ 
さってうかぇ こけすぇくちっゃぇすぬ くぇ こさうこけさけ-
てひくくけえ せすさっくくうき しくっゅけき ょけさけゅっ. 
‶さっゃにしうゃ しおけさけしすぬ, «〉さぇか» ょゃうくせか-
しは こけおけさはすぬ ゃしすさっつくせの こけかけしせ ょゃう-
あっくうは う こさう ねすけき ゃ こけさはょおっ あうゃけえ 
けつっさっょう いぇちっこうか すさう かっゅおけゃせておう: 
【おけょせ ¨おすぇゃうの, ╁┿╆-21099 う 》けくょせ 

『うゃうお. 〉 くっせさぇゃくけゃってっくくけゅけ ぉっくいけ-
ゃけいぇ かうてぬ しかっゅおぇ こけおさうゃうかしは ぉぇき-
こっさ, ぇ ゃけす ゃしっ すさう ゃしすさっつくにた ぇゃすけ-
きけぉうかは けおぇいぇかうしぬ しうかぬくけ こけきはすにきう.

╁ さっいせかぬすぇすっ ╃〈‶ ゃけょうすっかぬ 【おけ-
ょに ¨おすぇゃうう  う ゃけょうすっかぬ し こぇししぇあう-
さけき ╁┿╆-21099 こけかせつうかう きくけゅけつうし-
かっくくにっ しっさぬひいくにっ すさぇゃきに. ‶さうつひき 
ゃけょうすっかは 【おけょに こさうてかけしぬ ういゃかっ-
おぇすぬ うい うしおけさひあっくくけえ きぇてうくに しこぇ-
しぇすっかはき.



3ÃÎÐÎÄ 12 ôåâðàëÿ
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┪┬┦╃ ┳┲ ┵┲┯┱┺┷, ┥┷┨┩┼╀ ┨┲┯┧┲ ┵┦┩┶┬┶╀ ┨┴┷┧┬┰
¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
 ‶さうゃにつくぇは  ゃょけゃぬは こけしすっかぬ こけおぇいぇかぇしぬ 

っえ ゃょさせゅ くっせのすくけえ. ╁っさくせゃてうっしは し ゃけえくに 
きせあうおう いぇゅかはょにゃぇかうしぬ くぇ ╋ぇさうの, くけ くうおすけ 
すぇお う くっ こさうてひかしは こけ しっさょちせ. ′け けょくぇあ-
ょに ゃ っひ ょけき はゃうかしは し こさっょかけあっくうっき させおう 
う しっさょちぇ しぇき くぇつぇかぬくうお けたさぇくに ╀╆]╉, くぇ 
こさけたけょくけえ おけすけさけえ さぇぉけすぇかぇ ╋ぇさうは [ぇしすゃけ-
さけゃぇ. ̈ おぇいぇゃてぇはしは さはょけき きぇかっくぬおぇは 〈ぇきぇさぇ 
しおぇいぇかぇ – おぇお けすさっいぇかぇ: «′っす, きぇきぇ すけかぬおけ 
きけは!». ╃ぇ, はいにお ぉっい おけしすっえ, くけ おけしすう ょさけ-
ぉうす. ]っゅけょくは ょけつぬ ゅけゃけさうす, つすけ う くっ こけきくうす 
ねすけゅけ しかせつぇは, ぇ けくぇ ゃしっ こけしかっょせのとうっ ゅけょに 
そぇくすぇいうさけゃぇかぇ, おぇお ぉに しかけあうかぇしぬ あういくぬ, 
っしかう ぉ ゃにてかぇ すけゅょぇ いぇきせあ いぇ «ぉけかぬてけゅけ つっ-
かけゃっおぇ». 

′け しせょぬぉせ こけしにかぇっす ╁しっゃにてくうえ. ╋ぇさうは 
ぅおけゃかっゃくぇ こけすさけゅぇかぇ きぇかっくぬおうえ おさっしすうお くぇ 
ゅさせょう, ゃ こぇきはすう ゃけいくうおかぇ おぇさすうくおぇ: ゃけす けくぇ  
しけ しゃけっえ ぉぇぉせておけえ う きぇきけえ うょせす ゃ たさぇき ╇かうう 
‶さけさけおぇ. ╉ぇお すぇき おさぇしうゃけ, ぉかぇゅけつうくくけ, ゃっ-
かうつぇゃにえ ぇかすぇさぬ しかっこうす ょっすしおうっ ゅかぇいぇ はさおけえ 
こけいけかけすけえ. ┿ すっこっさぬ くぇ きっしすっ しゃはすけゅけ きっしすぇ 
– きぇゅぇいうく «╋けくっすおぇ». ¨た, しけゅさってうかう すけゅょぇ 
かのょう, ぇさっしすけゃぇゃ しゃはとっくくうおぇ, さぇいゅさぇぉうゃ ちっさ-
おけゃぬ. ╉しすぇすう, けすっち っひ かのぉうきけえ せつうすっかぬくうちに, 
╂かぇそうさに ╁ぇしうかぬっゃくに 〈せさつぇくうくけゃけえ, う ぉにか 
すっき しゃはとっくくうおけき! ┿ おぇお ゃしこけきくうてぬ こけゅさけき 
ちっさおゃう 〉しこっくうは, さぇいょせゃぇっきにっ ゃっすさけき こけ 
ょゃけさせ しゃはとっくくにっ おくうゅう, すぇお う ゃけゃしっ けこっつぇ-
かうてぬしは.

╃ぇ, つっゅけ すけかぬおけ けくぇ くっ こけゃうょぇかぇ くぇ しゃけ-
ひき ゃっおせ, くけ くぇ しおかけくっ かっす たけつっすしは ょせきぇすぬ 
すけかぬおけ け しゃっすかけき. ╋くけゅけ さぇぉけすぇかぇ, きくけゅけっ 
せきっっす – こぇたぇすぬ, しっはすぬ, しっさこけき おけしうすぬ  (はつ-
きっくぬ, こさぇゃょぇ, くっ かのぉうかぇ あぇすぬ – ぉけかぬくけ おけ-
かのつうえ, かせつてっ こてっくうちせ, けゃひし). [ぇい たけさけてけ 
おけしうかぇ – かのょう ぉさぇかう っひ ゃ さぇぉけすせ: こかけたけゅけ 
さぇぉけすくうおぇ さぇいゃっ こけいけゃせす? ╁はいぇすぬ くぇ しこうちぇた 
– こけあぇかせえしすぇ, くっょぇゃくけ しこさぇゃうかぇ こさぇゃくせおぇき 
てっさしすはくにっ くけしおう. ┿ こけしすさはこぇすぬ う こさけしうすぬ っひ 
くっ くぇょけ: こうさけゅう し おぇさすけておけえ, ゃぇすさせておう し おせ-
さぇゅけえ  – しぇきぇ こけつうすぇっす しすさはこぇくけっ う ょさせゅうた 
こけすつせっす けす ゃしっゅけ しっさょちぇ. «╊のょっえ は かのぉかの, 
ぇ かのぉはす かう けくう きっくは?» – いぇょせきぇかぇしぬ ╋ぇさうは 
ぅおけゃかっゃくぇ. ′け こけいゃぇか あっ っひ, せつぇしすくうおぇ ゃけ-
えくに, くぇ 65-かっすうっ ‶けぉっょに さけょくけえ いぇゃけょ. ′ぇ 
こさぇいょくうおっ う しこっかぇ, う しこかはしぇかぇ, ょうさっおすけさせ 
こけくさぇゃうかけしぬ, しおぇいぇか, ゃ ゅけしすう こさうっょっす. ′せ う 
かぇょくけ. ╋くっ ぉ すけかぬおけ けこっさぇちうの くぇ ゅかぇいぇ しょっ-
かぇすぬ, つすけぉに ゃうょっかう かせつてっ, ぇ すけ ゃけく おぇおうっ 

うくすっさっしくにっ こっさっょぇつう こけ すっかっゃういけさせ うょせす: 
«《っょっさぇかぬくにえ しせょぬは», «‶せしすぬ ゅけゃけさはす», 
«‶けかっ つせょっし». ╃ぇ う ゅぇいっすに くぇょけ つうすぇすぬ おぇあ-
ょにえ ょっくぬ, つすけぉに くっ しすぇすぬ ょさっきせつっえ. 

╆ょけさけゃぬっ, おけくっつくけ, しかぇぉっっす し おぇあょにき 
ゅけょけき. ╉けゅょぇ ゃ こさけてかけき ゅけょせ いぇくっきけゅかぇ,  
ゃにいゃぇかう «しおけさせの», すぇ しくぇつぇかぇ う ったぇすぬ くっ 
たけすっかぇ, こけすけき ょけおすけさ けしきけすさっか っひ, しくはか おぇさ-
ょうけゅさぇききせ う ゃけゃしっ けしっさつぇか: «]っさょちっ せ ゃぇし, 
おぇお せ きけかけょけえ ょっゃせておう, いくぇかう ぉ, つすけ いょけさけ-
ゃに, う くっ ったぇかう ゃけゃしっ お ゃぇき!». ╀っょぇ し ねすうきう 
ゃさぇつぇきう. ′せ, っしかう くっ ぉけかっかけ ょけ ねすけゅけ くうつっゅけ, 
すぇお は う すぇぉかっすけお くっ こうゃぇかぇ しさけょせ くう けょくけえ, ぇ 
ゃけす ゃっょぬ こさうしこうつうかけ ゃ こけしかっょくっっ ゃさっきは, つすけ 
こけょっかぇってぬ…

╆ぇ けおくけき ゃにさうしけゃぇかぇしぬ すけくおぇは しっさぇは こけ-
かけしおぇ: しゃっす けすょっかうか くけつぬ けす くぇしすせこぇのとっゅけ 
ょくは. ╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ こけょけてかぇ お しすっおかせ: 
かのぉうきぇは はぉかけくぬおぇ   ゃしは ゃ しくっゅせ, くうつっゅけ, 
しおけさけ ゃっしくぇ, ぉせょっす けくぇ しすけはすぬ こけょ ぉうさの-
いけゃにき くっぉけき ゃ すぇおけき あっ ぉっかけしくっあくけき 
けょっはくうう, すけかぬおけ うい こぇたせつうた あうゃにた ちゃっすけゃ. 
‶けしぇょうき くぇ ゅさはょおぇた かせお, せおさけこ, しすぇくせ さぇ-
ょけゃぇすぬしは, ゅかはょは, おぇお けくう こさけおかひゃにゃぇのすしは 
うい いっきかう, うょせす ゃ さけしす, いっかっくっのす… ╁ょさせゅ 
けくぇ ゃしすさっこっくせかぇしぬ: しっゅけょくは あっ おけ きくっ 
ゅけしすう こけくぇっょせす,  ょっすう, ゃくせおう, こさぇゃくせおう, 
しけしっょう こさうょせす. ╃っくぬ さけあょっくうは, てせすおぇ かう  
– しすけ かっす しすせおくっす! [ぇいゃっ きけゅかぇ けくぇ こけょせ-
きぇすぬ, つすけ こさけあうゃひす ちっかにえ ゃっお? ]っおせくょくけえ 
しすさっかおけえ こさけかっすっかけ ょっすしすゃけ, きうくせすくけえ – 
のくけしすぬ, う すっこっさぬ つぇしけゃぇは しすさっかおぇ くっせきけ-
かうきけ けすしすせおうゃぇっす ょくう う くけつう.  ╇ くうつっゅけ 
くっ こけょっかぇってぬ, くぇ たゃけしす ゃさっきっくう くっ くぇしすせ-
こうてぬ. ‶さぇゃょぇ, けょくけえ おせぉうくおっ せあっ 128 かっす 
けすきっすうかう, くせ すぇお  は っとひ きけかけょうちぇ さはょけき し 
くっえ, ゃいぉけょさうかぇしぬ ╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ. ┿ つすけ 
ぉにゃぇっす こけすけき, こけしかっ しすけかっすうは? ╉すけ っゅけ 
いくぇっす. ‶けあうゃひき – せゃうょうき!

┹┲┻┩┼╀ ┳┴┲┪┬┶╀ ┨┲┯┧┲, 
┱┤┷┻┬┵╀ ┪┬┶╀ ┲┨┱┬┰ ┨┱┖┰
]おさけきくにえ ょけき わ24 くぇ ╁けさけすくうおけゃぇ, つすけ 

ゃにしすさけうかぇ しゃけうきう させおぇきう くぇてぇ ゅっさけうくは, くぇ-
つぇか こさうくうきぇすぬ ゅけしすっえ しけ ゃしった ゃけかけしすっえ せあっ 
し こけくっょっかぬくうおぇ. ╆ぇえょは ゃ おけきくぇすせ, つっしすくけ 
ゅけゃけさは, しくぇつぇかぇ さぇししすさけうかぇしぬ: ╋ぇさうう ぅおけゃ-
かっゃくに しさっょう くぇさけょせ, けぉっょぇゃてっゅけ こっかぬきっくは-
きう う こうさけあおぇきう, くっ ぉにかけ. ╉けくっつくけ, しすけかっす-
くっきせ つっかけゃっおせ すけかぬおけ う かっあぇすぬ, けすょにたぇすぬ. 

′け 〈ぇきぇさぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ ╉けさのおけゃぇ, っひ ょけつぬ, 
こけょすけかおくせかぇ お しうょっゃてっえ し けつっくぬ こさはきけえ 
けしぇくおけえ ゃ つひさくけき しぇさぇそぇくっ う ぉっかけしくっあくけえ 
ぉかせいおっ たけいはえおっ. 

– ╆ょさぇゃしすゃせえすっ, ょぇゃぇえすっ せゅけとぇえすっしぬ, こけおぇ 
ゃしひ ゅけさはつっっ, – こけいゃぇかぇ けくぇ くぇし. 

[けいにゅさにて? ′っす: ゃけす う こぇしこけさす ゅかぇしうす: 
さけょうかぇしぬ 12 そっゃさぇかは 1911 ゅけょぇ. ]おぇいぇすぬ, 
つすけ ゃにゅかはょうすっ ゃに, ╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ, くぇ 
ゃしっ しすけ, – くっせきっしすくけ. ¨す しうかに くぇ 80 (う ねすけ 
しせとぇは こさぇゃょぇ) – くっせおかのあうえ おけきこかうきっくす. 
〈ぇお う しっかう いぇ しすけか, ゅけすけゃにっ しかせてぇすぬ さぇし-
しおぇい け くっけぉにおくけゃっくくけえ しせょぬぉっ. ′け ゃけす ぉっょぇ: 
ょけかゅけあうすっかぬくうちぇ ╋. [ぇしすゃけさけゃぇ こかけたけゃぇ-
すけ しかにてうす ょぇあっ し ぇここぇさぇすけき, ょかは ぉっしっょに 
し くっいくぇおけきにきう かのょぬきう すさっぉせっすしは «こっさっ-
ゃけょつうお». 〈ぇお う けぉとぇかうしぬ ょさせあくけ: しひしすさに 
╆うくぇうょぇ ぅおけゃかっゃくぇ ‶かせあくうおけゃぇ, ┿かっゃすうくぇ 
ぅおけゃかっゃくぇ ╆にさはくけゃぇ, ょけつぬ 〈ぇきぇさぇ う ゃくせつ-
おぇ ╊のぉぇ. [ってうゃ, つすけ ゅけしすはき しおせつくけ, たけいはえおぇ 
こけすさっぉけゃぇかぇ ゃ させおう すせ しぇきせの ぉぇかぇかぇえおせ う 
くぇつぇかぇ こっすぬ. [けょくにっ っえ しょっかぇかう いぇきっつぇくうっ: 
こっすぬ こけひてぬ, ぇ しすさせくに きけかつぇす. «╃ぇ?» – ういせきう-
かぇしぬ ╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ. ╇ すせす あっ くぇてかぇしぬ: «〈ぇお 
しかせたぇ くっす, こけすけきせ う くっ うゅさぇの».

]さっょう ょけきぇてくうた さっかうおゃうえ – う きっょうちうく-
しおぇは おぇさすぇ ぉぇぉに ╋ぇくう: すけとっくぬおぇは, ゃ つっすにさっ 
こけあっかすっゃてうた かうしすけつおぇ おくうあおぇ, ゅょっ ゅかぇゃくけっ 
きっしすけ いぇくうきぇっす いぇこうしぬ け しけしすけはくうう ゅかぇい こけ-
しかっ けこっさぇちうけくくけゅけ かっつっくうは おぇすぇさぇおすに. 

╂っさけくすけかけゅう ゃしっゅけ きうさぇ ぉぬのすしは くぇょ いぇゅぇょ-
おけえ ょけかゅけかっすうは: ゃしっき たけつっすしは あうすぬ  おぇお ╋けう-
しっえ – 120 かっす. ‶さっょかぇゅぇのす きくけあっしすゃけ しこけしけ-
ぉけゃ こさけょかっくうは しせとっしすゃけゃぇくうは つっかけゃっおぇ – う 
ゅけかけょぇくうっ, う しくうあっくうっ すっきこっさぇすせさに すっかぇ くぇ 
くっしおけかぬおけ ゅさぇょせしけゃ. ′け くぇ しっゅけょくは しこっちうぇかう-
しすに ゃにょっかはのす ょゃぇ «しっおさっすくにた» そぇおすけさぇ: こう-
すぇくうっ う くぇしかっょしすゃっくくけしすぬ. ′っょぇさけき ゅけゃけさはす: 
つすけぉに しすぇすぬ ょけかゅけあうすっかっき, くぇょけ すとぇすっかぬくけ 
ゃにぉうさぇすぬ しゃけうた こさっょおけゃ. ╋ぇきぇ ╋. [ぇしすゃけさけ-
ゃけえ, おけさっくくぇは ぉっさっいけゃつぇくおぇ ┿くすけくうょぇ ╋うたぇえ-
かけゃくぇ 』うおぇくちっゃぇ, こさけあうかぇ 89 かっす う ょっすはき いぇ-
ゃうょくにっ ゅっくに こっさっょぇかぇ. 

╁ ぉうけゅさぇそうう ╋ぇさうう ぅおけゃかっゃくに ぉにかう ¨お-
すはぉさぬしおぇは さっゃけかのちうは, ╂さぇあょぇくしおぇは ゃけえくぇ う 
╁っかうおぇは ¨すっつっしすゃっくくぇは, こけすっさう ぉかういおうた, さけょ-
くにた. ぁすう こっさっゃけさけすに, しきっさすう きけゅせす こけょおけしうすぬ 
おけゅけ せゅけょくけ, くけ, おぇお ゅけゃけさはす こしうたけかけゅう, ょけかあ-
くぇ ぉにすぬ こけょょっさあおぇ しっきぬう, つすけぉに しこさぇゃうすぬ-
しは し  すさぇゅっょうはきう. ′ぇてせ あういくぬ せおけさぇつうゃぇのす 

しすさっししに, くけ ゃしっ かう けくう ょけしすけえくに すけゅけ, つすけぉに 
うい-いぇ くうた ゅせぉうすぬ いょけさけゃぬっ: きけあっす, くっ しすけうす 
こっしつうくおせ くっこさうはすくけしすっえ こさっゃさぇとぇすぬ ゃ ゅかに-
ぉせ? ╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ おせこぇっすしは ゃ かのぉゃう ぉかうい-
おうた. ╄え くっ くぇょけ けす くうた ょっくっゅ: たゃぇすぇっす こっくしうう 
ゃ 6200 させぉかっえ, ゅかぇゃくけっ, つすけぉに さはょけき ぉにかう, 
ゅけゃけさうかう し くっえ. ╇ しけしっょう っひ こけつうすぇのす, うょひす 
ぉぇぉぇ ╋ぇくは うい きぇゅぇいうくぇ, けぉはいぇすっかぬくけ おけくそっす 
おせこうす う おぇあょけゅけ こけゃしすさっつぇゃてっゅけしは さっぉはすひく-
おぇ せゅけしすうす. ╀っいいかけぉくぇは せ くっひ ょせてぇ, くっょぇさけき 
┿かっゃすうくぇ ぅおけゃかっゃくぇ けすきっつぇっす: さはょけき し くっえ う 
きに しすぇくけゃうきしは ょけぉさっっ, さぇょけしすくっっ う… しうかぬくっっ: 
しすぇさてぇは しっしすさぇ くっ こけいゃけかはっす しっぉっ かっあぇすぬ くぇ 
ょうゃぇくっ, たけょうす こけ ょけきせ, ょゃけさせ, けくぇ いくぇっす くっ 
けす ゃさぇつっえ: ょゃうあっくうっ – ねすけ あういくぬ. ╇ つすけぉに 
けょけかっすぬ しすけ かっす, くぇょけ せきっすぬ こさけあうすぬ おぇあょにえ 
ょっくぬ, せきうさぇは くっ けす ぉけかはつっお, ぇ けす しきったぇ, くっ ょせ-
きぇは け ょせさくけき, ぇ すけかぬおけ け こけいうすうゃくけき, ゃ かぇょせ 
しけ しゃけっえ しけゃっしすぬの. ╃けかゅけあうすっかう せきっさっくくに ゃ 
っょっ, こけかくにた しさっょう くうた くっ ぉにゃぇっす. ╁けす う くぇてぇ 
うきっくうくくうちぇ しけたさぇくうかぇ くっ すけかぬおけ ぇここっすうす, くけ 
う ゃこけかくっ こさうかうつくせの そうゅせさせ. ┿, ゅかぇゃくけっ, くっ 
しすけうす すっさはすぬ うくすっさっしぇ お きうさせ. ′ぇ ょうゃぇくっ かっ-
あうす しすけこおぇ くけきっさけゃ «╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ». 
╉すけ あっ つうすぇっす ╋ぇさうう ぅおけゃかっゃくっ くぇてせ ゅぇいっすせ? 
¨おぇいぇかけしぬ, しぇきぇ, ょぇ っとひ ぉっい けつおけゃ. ╃ぇゃぇえすっ 
あっ ぉせょっき せつうすぬしは あうすぬ こけ こさけしすにき しっおさっ-
すぇき ╋ぇさうう ¨しおけかおけゃけえ う こけあっかぇっき のぉうかはさせ 
いょけさけゃぬは, けこすうきういきぇ う, おけくっつくけ, きくけゅうた かっす. 
』すけぉに けくぇ きけゅかぇ ょけゅくぇすぬ う こっさっゅくぇすぬ さっおけさょ 
ょぇかひおけえ おせぉうくおう.

╉¨╋╋〉′┿╊╉┿

′╄]‶¨╉¨╈′¨ ╁ ′┿【╄╋ ╉¨[¨╊╄╁]〈╁╄
¨ 〈¨╋, ╉┿╉ ╁╄〈╄[┿′ 〈｠╊┿ ╀¨[¨╊┿]を ] 》¨╊¨╃¨╋

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╁ ╉¨╋′┿〈╄ ′ぇょっあょに ]っさゅっっゃくに けおくけ こかけすくけ いぇくぇゃってっくけ けょっ-
はかぇきう, こけょけおけくくうお いぇかけあっく こけょせておぇきう. ╂けさうす すけかぬおけ かぇき-

こけつおぇ ぉっい ぇぉぇあせさぇ  くぇ しすけかっ – おぇお かせつうくぇ. ′ぇょっあょぇ ]っさゅっっゃくぇ 
– ゃっすっさぇく すにかぇ, っえ ぉっい きぇかけゅけ ゃけしっきぬょっしはす かっす. 〈ぇお けくぇ ゃしの  ねすせ 
いうきせ しこぇしぇっすしは けす たけかけょぇ ゃ しゃけっえ おゃぇさすうさっ ょけきぇ わ8 くぇ せかうちっ ┿お. 
╉けさけかひゃぇ 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.

– ′にくってくはは きけかけょひあぬ くっ たけつっす 
いくぇすぬ, くぇしおけかぬおけ すはあっかけ ぉにかけ ゃ 
ゃけえくせ. ╉けかけしおう しけぉうさぇかう, ょぇ う きくけ-
ゅけ っとひ すはあひかけゅけ ゃにこぇかけ くぇ くぇてせ 
ょけかの… ┿ ゃっょぬ ぉにかう ょっすぬきう. ′っ 
こけくうきぇのす けくう ねすけゅけ, ぇ いくぇつうす, くっ 
ちっくはす, くっ せょっかはのす ょけかあくけゅけ ゃくうきぇ-
くうは ゃっすっさぇくぇき. ′け ゃに-すけ, ょっゃけつおう, 
くぇゃっさくはおぇ くっ うい すぇおうた? – し くぇょっあ-
ょけえ しこさぇてうゃぇっす こっくしうけくっさおぇ. ぁすけす 
さぇいゅけゃけさ しけしすけはかしは せあっ ゃ ょゃっさはた, 
おけゅょぇ きに しけぉさぇかうしぬ せたけょうすぬ. ¨しすぇ-
ゃぇかけしぬ すけかぬおけ せすゃっさょうすっかぬくけ おうゃ-
くせすぬ. ╇ ゃっょぬ, こさぇゃょぇ, きに «くっ うい 
すぇおうた» う «ゃしひ こけくうきぇっき». 〈けかぬおけ 
こけ-くぇしすけはとっきせ こけきけつぬ きけあっき ょぇ-
かっおけ くっ ゃしっゅょぇ.

╉けささっしこけくょっくすに ゃにったぇかう お ′ぇ-
ょっあょっ ]っさゅっっゃくっ こけ けぉさぇとっくうの 

っひ しっしすさに, おけすけさぇは さぇししおぇいぇかぇ, 
つすけ ぉうすぬ すさっゃけゅせ けくぇ くぇつぇかぇ せあっ 
ょぇゃくけ, ぇ さっいせかぬすぇすぇ くっ ゃうょくけ. ╆ぇ-
はゃかっくうっ ゃ ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» けぉ 
せしすさぇくっくうう くぇさせてっくうえ ゃ さぇぉけすっ 
しうしすっきに ちっくすさぇかぬくけゅけ けすけこかっくうは 
ぉにかけ くぇこうしぇくけ っの (ぇ すけつくっっ, しけ-
すさせょくうおけき おけきこかっおしくけゅけ ちっくすさぇ 
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 こけ っひ こさけしぬぉっ) っとひ ゃ ぇこさっかっ 
こさけてかけゅけ ゅけょぇ. ‶うしぬきっくくにえ けすゃっす, 
ゃ おけすけさけき させおけゃけょしすゃけ けぉしかせあう-
ゃぇのとっえ けさゅぇくういぇちうう けぉっとぇっす «ょけ 
くぇつぇかぇ けすけこうすっかぬくけゅけ しっいけくぇ ゃに-
こけかくうすぬ さぇぉけすに こけ いぇきっくっ しすけはおぇ 
けすけこかっくうは» (ねすけす しぇきにえ しっいけく くぇ-
つぇかしは ゃ けおすはぉさっ), ぇ すぇおあっ さっおけ-
きっくょせっす しけぉしすゃっくくうおせ «こさけういゃっしすう 
こさけきにゃおせ うかう いぇきっくせ さぇょうぇすけさけゃ 

けすけこかっくうは», こけきっつっく 25-き ぇゃゅせしすぇ 
2010-ゅけ ゅけょぇ. ┿ こさうくうきぇすぬ きっさに 
おけききせくぇかぬとうおう くぇつぇかう すけかぬおけ しっ-
ゅけょくは, ゃ しっさっょうくっ そっゃさぇかは 2011-
ゅけ. ╉けゅょぇ こけあうかぇは あっくとうくぇ けすつぇは-
かぇしぬ ょけあょぇすぬしは さってっくうは こさけぉかっきに 
う こけてかぇ こけ うくしすぇくちうはき. 

– ╃っえしすゃうすっかぬくけ, いぇきっくせ しすけはおぇ 
けすけこかっくうは こかぇくうさけゃぇかけしぬ こさけうい-
ゃっしすう っとひ けしっくぬの こさけてかけゅけ ゅけょぇ, 
– けぉなはしくはっす うしこけかくうすっかぬくにえ ょう-
さっおすけさ けぉしかせあうゃぇのとっえ けさゅぇくう-
いぇちうう ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» ぃさうえ 
╁っさっとぇゅうく. – ¨ょくぇおけ ゃけいくうおかう くっ-
こさっょゃうょっくくにっ けぉしすけはすっかぬしすゃぇ: こけ-
すさっぉけゃぇかしは しさけつくにえ さっきけくす おさにてう. 
╉さけゃかの こさうゃっかう ゃ こけさはょけお, ょかは 
ねすけゅけ ぉにかう ういさぇしたけょけゃぇくに けこさっょっ-
かひくくにっ しさっょしすゃぇ, う いぇきっくせ しすけはおぇ 
けすけこかっくうは さってうかう けすかけあうすぬ くぇ くっ-
おけすけさけっ ゃさっきは.

′ぇ おぇおけっ ゃさっきは くっ せすけつくはっすしは. 
』すけ おぇしぇっすしは せしすぇくけゃおう くけゃけゅけ 
さぇょうぇすけさぇ, おけすけさにえ くっけぉたけょうき, 
つすけぉに ゃけししすぇくけゃうすぬ こけかくけちっくくけっ 
すっこかけしくぇぉあっくうっ, しけぉしすゃっくくうちっ 
おゃぇさすうさに, こけ しかけゃぇき ぃさうは ╊っけくう-
ょけゃうつぇ, ょけしすぇすけつくけ ぉにかけ ゃくっしすう 
ょっくぬゅう ゃ おぇししせ, う さぇぉけすぇ ぉにかぇ ぉに 
しょっかぇくぇ. 

– 〉あっ ょぇゃくけ かぬゅけすに ゃ くぇてっえ 
しすさぇくっ くっ きぇすっさうぇかぬくにっ, ぇ きけくっ-
すういうさけゃぇくくにっ. ╉けゅょぇ-すけ ゃっすっさぇくせ 
すにかぇ きに しょっかぇかう ぉに しおうょおせ, ぇ しっ-
ゅけょくは おぇあょけきせ かぬゅけすくうおせ ゃにこかぇつう-
ゃぇっすしは ゅけしせょぇさしすゃけき けこさっょっかひくくぇは 
しせききぇ, ゃ すけき つうしかっ う くぇ おけききせくぇかぬ-
くにっ せしかせゅう, おけすけさせの けく きけあっす すさぇ-
すうすぬ こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. 〈っき 
ぉけかっっ くうつっゅけ くっ ょっかぇっすしは ぉっしこかぇす-
くけ. ‶けねすけきせ きぇすっさうぇかぬくせの けすゃっす-
しすゃっくくけしすぬ こさうょひすしは くっしすう ゃしっき, う 
ゃっすっさぇくぇき, おぇお ねすけ くう こさうしおけさぉくけ, 
すけあっ (さっつぬ うょひす け いぇきっくっ さぇょうぇすけ-
さぇ, くけ くっ しすけはおぇ. – [っょ.), – ゅけゃけさうす 
ぃさうえ ╊っけくうょけゃうつ.

╆ぇきっくぇ しすけはおぇ けすけこかっくうは ゃ 
ょけきっ わ8 くぇ せかうちっ ┿お. ╉けさけかひゃぇ 
ゃっかぇしぬ ゃ こはすくうちせ, おけゅょぇ ゃっさしすぇか-
しは しせぉぉけすくうえ くけきっさ «╀っさひいけゃしおけ-
ゅけ さぇぉけつっゅけ». ぁすけ けいくぇつぇっす,  つすけ 
おけききせくぇかぬとうおう ぉせおゃぇかぬくけ いぇ くっ-
ょっかの ょけゅけゃけさうかうしぬ し しけぉしすゃっくくう-
おぇきう ょゃっくぇょちぇすう おゃぇさすうさ (しすけはお 
しきっあくにえ ょかは ょゃせた こけょなっいょけゃ) け 
ゃさっきっくう, おけゅょぇ ゃ おぇあょけえ うい くうた 
おすけ-くうぉせょぬ しきけあっす くぇたけょうすぬしは う 
けすおさにすぬ ょゃっさぬ. ¨こっさぇすうゃくけ しさぇぉけ-
すぇかう, くうつっゅけ くっ しおぇあってぬ. ╇ こけたゃぇ-
かうすぬ ぉに うた けす ょせてう, っしかう ぉ くっ ぉにかけ 
ねすけ しょっかぇくけ こけょ くぇあうきけき ういゃくっ.

╀せょっき くぇょっはすぬしは, つすけ せ ′ぇょっあょに 
]っさゅっっゃくに しすぇくっす すっこかけ, けくぇ しきけ-
あっす さぇいけぉさぇすぬ ぉぇささうおぇょせ くぇ けおくっ う 
ゃこせしすうすぬ ゃ おけきくぇすせ しけかくっつくにえ しゃっす. 

』〈¨ ╃╄╊┿〈を 
]¨ ]〈┿[｠╋╇ 〈[〉╀┿╋╇
¨しくけゃくぇは こさけぉかっきぇ, こけ おけすけさけえ 

あうすっかう «ゃけいさぇしすくにた» ょけきけゃ (ぇ ょけき 
わ8 くぇ せかうちっ ┿お. ╉けさけかひゃぇ うい すぇおうた) 
くっょけこけかせつぇのす すっこかけ, きひさいくせす, – うい-
くけてっくくけしすぬ おけききせくうおぇちうえ. ]こさぇ-
ゃうすぬしは し ねすけえ ぉっょけえ きけあくけ すけかぬおけ 
けょくうき しこけしけぉけき – いぇきっくうすぬ しすぇさにっ 
すさせぉに.

– ′ぇてっきせ けおさせゅせ ゃ ねすけき ゅけょせ 
ょぇかう っとひ けょうく てぇくし (こけしかっょくうえ!) 
こさうくはすぬ せつぇしすうっ ゃ おぇこうすぇかぬくけき さっ-
きけくすっ ょけきけゃ こけ 185-きせ そっょっさぇかぬ-
くけきせ いぇおけくせ. ╀けかぬてせの つぇしすぬ さぇぉけす 
けこかぇすうす けぉかぇしすくけえ ぉのょあっす (しけぉ-
しすゃっくくうおう ゃくけしはす すけかぬおけ こはすぬ こさけ-
ちっくすけゃ), ぇ しおけかぬおけ こけかっいくけゅけ ぉせょっす 
しょっかぇくけ: しすけはおう いぇきっくっくに ゃけ ゃしひき 
ょけきっ, しきけくすうさけゃぇくぇ くけゃぇは ゃくせすさう-
こけょゃぇかぬくぇは さぇいゃけょおぇ, けすさっきけくすう-
さけゃぇくに けすきけしすおう, いぇょっかぇくに てゃに う 
きくけゅけっ ょさせゅけっ.  〈ぇおうき ょけきぇき, おぇお くぇ 
せかうちっ ┿お. ╉けさけかひゃぇ, しかっょけゃぇかけ ぉに ゃ 
こっさゃせの けつっさっょぬ けいぇぉけすうすぬしは ねすうき う 
くっ せこせしすうすぬ しかせつぇえ, – くぇしすけはすっかぬくけ 
しけゃっすせっす ぃさうえ ╊っけくうょけゃうつ.

』すけぉに ゃけしこけかぬいけゃぇすぬしは てぇくしけき 
こさけういゃっしすう おぇこうすぇかぬくにえ さっきけくす, 
うくうちうぇすうゃくけえ ゅさせここっ あうすっかっえ くっ-
けぉたけょうきけ ょけ しっさっょうくに きぇさすぇ こさう-
えすう ゃ けそうし ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» 
くぇ せかうちせ ╊っくうくぇ, ょけき 65, ょかは 
けそけさきかっくうは ょけおせきっくすけゃ くぇ しけいょぇ-
くうっ 〈]╅.

╉┿╉ ‶[┿╁╇╊を′¨ 
]╋╄′╇〈を ╀┿〈┿[╄ぃ
¨こうしぇくくぇは しうすせぇちうは しすぇかぇ すぇおあっ 

こけゃけょけき こけゅけゃけさうすぬ け ゅさぇきけすくけき 
こけょたけょっ お いぇきっくっ さぇょうぇすけさぇ けすけ-
こかっくうは.

– ╋っくはすぬ さぇょうぇすけさに かせつてっ ょけ 
くぇしすせこかっくうは けすけこうすっかぬくけゅけ しっいけくぇ. 
′っ いぇぉにゃぇえすっ かっすけき け すけき, つすけ くぇ-
しすせこうす いうきぇ, う し ゃぇてうきう しすぇさにきう 
ぉぇすぇさっはきう くっ こさけういけえょひす つせょぇ – 
けくう くっ くぇつくせす しぇきう こけ しっぉっ ゅさっすぬ 
ゃけ ゃしの きけとぬ, っしかう ゃに いぇぉかぇゅけゃさっ-
きっくくけ くっ こさうきっすっ きっさに, – ゅけゃけさうす 
ぃさうえ ╊っけくうょけゃうつ.

』すけぉに くっ ぉにかけ すぇおうた くっこさう-
はすくけしすっえ, おぇお, くぇこさうきっさ, ゃ けょ-
くけえ うい おゃぇさすうさ ゃ ょけきっ わ15ぇ くぇ 
せかうちっ 〈けかぉせたうくぇ, ゅょっ うい-いぇ くっ-
こさぇゃうかぬくけえ せしすぇくけゃおう ぉぇすぇさっえ 
こさけういけてかぇ さぇいぉぇかぇくしうさけゃおぇ ゅう-
ょさぇゃかうつっしおけえ しうしすっきに, ぃさうえ 
╁っさっとぇゅうく くぇしすけはすっかぬくけ さっおけ-
きっくょせっす けぉさぇとぇすぬしは (こうしぬきっくくけ) 
ゃ ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» いぇ こけかせ-
つっくうっき すったくうつっしおうた せしかけゃうえ. ╇た 
ゃにょぇょせす ぇぉしけかのすくけ ぉっしこかぇすくけ. 
ぁすけす ょけおせきっくす しかっょせっす こさっょな-
はゃうすぬ しけすさせょくうおぇき おけきこぇくうう, ゃ 
おけすけさせの ゃに けぉさぇすうすっしぬ ょかは いぇ-
きっくに ぉぇすぇさっう, うかう させおけゃけょしすゃけ-
ゃぇすぬしは うきう こさう しぇきけしすけはすっかぬくけえ 
いぇきっくっ. ╄しすぬ う すさっすうえ こせすぬ: ゃけし-
こけかぬいけゃぇすぬしは せしかせゅぇきう しこっちう-
ぇかうしすけゃ ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ»,  せ 
おけすけさにた う さぇょうぇすけさ きけあくけ しさぇいせ 
こさうけぉさっしすう. ╆ぇはゃおう こさうくうきぇのすしは 
こけ すっかっそけくせ 48-48-0.
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3:00 ╃/《 ╇]〈¨[╇ぅ ╉┿[〈¨《╄╊ぅ

4:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

5:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

6:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

7:00 ╃/《 1929: ╁╄╊╇╉╇╈ ╉[┿》

8:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

9:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

10:00 ╃/《 ┿╆╇┿〈｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

11:00 ╃/《 ╇]〈¨[╇ぅ ╉┿[〈¨《╄╊ぅ

12:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

15:00 ╃/《 1929: ╁╄╊╇╉╇╈ ╉[┿》

16:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

17:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

18:00 ╃/《 ┿╆╇┿〈｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

19:00 ╃/《 ╇]〈¨[╇ぅ ╉┿[〈¨《╄╊ぅ

20:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

21:00 ╃/《 ╉¨[┿╀╄╊を′｠╄ ╂[┿╀╇〈╄╊╇

22:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

23:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

0:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

1:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

2:00 ╃/《 ‶[╄]╊╇ ¨╀ ぁ╊╁╇]╄

3:30 ╃/《 ╃╅╄╈′ ╀╇[╉╇′: ╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ

4:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

5:00 ╃/《 ╉¨[┿╀╄╊を′｠╄ ╂[┿╀╇〈╄╊╇

6:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

7:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

8:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

9:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

10:00 ╃/《 ‶[╄]╊╇ ¨╀ ぁ╊╁╇]╄

11:30 ╃/《 ╃╅╄╈′ ╀╇[╉╇′: ╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ

12:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

13:00 ╃/《 ╉¨[┿╀╄╊を′｠╄ ╂[┿╀╇〈╄╊╇

14:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

15:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

16:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

17:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

18:00 ╃/《 ‶[╄]╊╇ ¨╀ ぁ╊╁╇]╄

19:30 ╃/《 ╃╅╄╈′ ╀╇[╉╇′: ╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ

20:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ

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

22:00 ╃/《 ‶¨′〈╇╈ ‶╇╊┿〈 – 』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨[｠╈ 

〉╀╇╊ 》[╇]〈┿

23:00 ╃/《 ′╄‶¨〈¨‶╊ぅ╄╋｠╈ 〈╇〈┿′╇╉

6.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》
6.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄
12.00 》/《 «╃╄[╄╁╄′]╉┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ»
13.40 «『╁╄〈¨』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «『╁╄〈¨』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00, 21.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «╅╄′┿ 〉【╊┿»
01.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.30 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.10, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄
12.00 》/《 «╅╄′┿ 〉【╊┿»
13.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
15.00 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «〈〉』╇ ′┿╃ ╀¨[]╉¨╋»
01.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.30 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈

7.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.30 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»

18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»

21.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 〈[┿╂╇╉¨╋╄╃╇ぅ «]′╄╂〉[¨』╉〉 ╁｠╆｠╁┿╊╇?»

01.05 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.05 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

4.45, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄
12.00 》/《 «]′╄╂〉[¨』╉〉 ╁｠╆｠╁┿╊╇?»
13.20 «╆╁┱╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
15.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
18.00 «]╁┿╃╄╀′¨╄ ‶╊┿〈を╄»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «¨╂╊ぅ′╇]を»
01.30 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.15 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.10 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈

7.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

8.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

8.30 «〉╊╇『｠ ╋╇[┿»

8.40 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈

9.10 》/《 «╃╇╉┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を»

11.40 》/《 «╁[╄╋ぅ ╃╊ぅ [┿╆╋｠【╊╄′╇╈»

13.00 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を»

14.00 》/《 «╅╄′】╇′｠ ╁ ╇╂[╄ ╀╄╆ ‶[┿╁╇╊»

18.30 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 》/《 «‶┿[╇ ′┿ ╊ぃ╀¨╁を»

21.40 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 ╃[┿╋┿ «╆┿╀┿╁｠ ╋¨╊¨╃｠》»

01.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.55 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
6.00 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
7.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
7.30 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»
9.30 ╃/《 «╂¨[¨╃ ╅╄′】╇′»
10.00 ╃[┿╋┿ «〈ぁ]]»
13.30 «]╁┿╃╄╀′¨╄ ‶╊┿〈を╄»
14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 》/《 «‶┿[╇ ′┿ ╊ぃ╀¨╁を»
17.40 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
18.00 «╉〉》′ぅ»
18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
19.30 〈/] «╉¨╊¨╋╀¨»
21.35 «〈┿╉┿ぅ ╉[┿]╇╁┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を. ]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
23.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
00.00 》/《 «╉〉[╇『┿»
01.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.15 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
6.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
6.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»
7.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
8.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉〉[╇『┿»
9.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
10.00 «╉〉》′ぅ»
10.30 «《┿╋╇╊を′｠╈ ╃¨╋»
11.00 ╃[┿╋┿ «╁╇╆╇〈 ╃┿╋｠»
13.50 «¨╀╇╅┿〈を ′╄ [╄╉¨╋╄′╃〉╄〈]ぅ»
14.50 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»
15.50 》/《 «] ╃′┱╋ [¨╅╃╄′╇ぅ, ╉¨[¨╊╄╁┿!»
18.00 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
18.45 «╂¨[¨╃]╉┿ぅ ╃〉╋┿. 》[¨′╇╉┿, ╃╄╊┿, ╊ぃ╃╇»
19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
19.30 》/《 «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋]. ]¨╀┿╉┿ ╀┿]╉╄[╁╇╊╄╈»
21.30 》/《 «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋]. 》¨╊¨]〈ぅ╉ ′┿ ╁｠-

╃┿′を╄»
23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
00.00 》/《 «【╇╉»
01.55 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.55 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»
03.20 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.05, 12.30 》/《 «╀╄╊┿ぅ ]〈[╄╊┿»
13.35 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»
23.30 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
00.30 〈/] «【╄[╊¨╉»
02.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
02.55 》/《 «┿′╇]╉╇′: ╃╄[╄╁╄′]╉╇╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁»
04.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.05 》/《 «¨╃╇′¨╅╃｠ ¨╃╇′»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «¨╃╇′¨╅╃｠ ¨╃╇′»
13.35 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃/《 «]〉╃を╀╄ ′┿╆╊¨»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»
23.30 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
00.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.25 》/《 «┿′╇]╉╇′ ╇ 《┿′〈¨╋┿]»
04.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.25 》/《 «╇╆ ╅╇╆′╇ ¨〈╃｠》┿ぃ】╇》»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╇╆ ╅╇╆′╇ ¨〈╃｠》┿ぃ】╇》»
13.35 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿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 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»
23.30 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
00.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.25 》/《 «╇ ]′¨╁┿ ┿′╇]╉╇′»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.10 》/《 «╀╄╆ ]╁╇╃╄〈╄╊╄╈»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╀╄╆ ]╁╇╃╄〈╄╊╄╈»
13.35 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿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 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»
23.30 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
00.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.25 》/《 «〈[╄〈╇╈ 』╄╊¨╁╄╉»
03.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.15 》/《 «╀╊╇╆′╄『｠»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╀╊╇╆′╄『｠»
13.25 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30, 18.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃/《 «╉〉‶╇〈を ╀╄]]╋╄[〈╇╄»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
00.00 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
02.55 》/《 «‶[¨》╇′╃╇┿╃┿, ╇╊╇ ╀╄╂ ′┿ ╋╄]〈╄»

04.40 «100 ╊╄〈 〉╅┿]┿»

6.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╇]〈¨[╇╇»

7.00 ╃/] «╂¨[¨╃ ]¨╀┿╉»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.30 》/《 «¨╂¨′を, ╁¨╃┿ ╇ ╋╄╃′｠╄ 〈[〉╀｠»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/] «′┿╄╃╇′╄ ] ‶[╇[¨╃¨╈»

11.00 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

12.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇

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

14.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

18.30 ]╄╈』┿]

18.55 》/《 «╀〉╃′╇ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ [¨╆｠]╉┿»

20.30 》/《 «]¨╀┿』を╄ ]╄[╃『╄»

23.00 〈/] «【╄[╊¨╉»

00.55 》/《 «ぁ╋╋┿ ╇ ぅ╂〉┿[»

03.25 ╃/《 «╆┿〈¨′〉╁【╇╄ ]¨╉[¨╁╇】┿ ╉╇〈┿ぅ»

04.25 ╃/] «′┿╄╃╇′╄ ] ‶[╇[¨╃¨╈»

6.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╇]〈¨[╇╇»

7.00 ╃/] «╂¨[¨╃ ]¨╀┿╉»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.20 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

8.45 》/《 «╃╄′╇]╉╇′｠ [┿]]╉┿╆｠»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/] «′┿╄╃╇′╄ ] ‶[╇[¨╃¨╈»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.20 》/《 «╆╁╄[¨╀¨╈»

17.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»

23.25 》/《 «╋┿╉] ╋┿′〉]»

01.45 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

02.45 》/《 «‶╊¨》¨╈ 》¨[¨【╇╈ 』╄╊¨╁╄╉»

04.45 ╃/] «′┿╄╃╇′╄ ] ‶[╇[¨╃¨╈»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «713-╈ ‶[¨]╇〈 ‶¨]┿╃╉〉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 ¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 ¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉
22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 ╃/《 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿»
01.45 》/《 «713-╈ ‶[¨]╇〈 ‶¨]┿╃╉〉»
02.55 》/《 «]╉¨[¨]〈を»
04.25 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

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

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

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

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.50 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «╂¨[を╉¨!»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
17.55 ¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 ¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉
22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
03.00 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.55 〈/] «╇】╄╈╉┿»
05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

7.00 «╀¨╂┿〈╄╈【╇╄ ╊ぃ╃╇ ╄╁[¨‶｠»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╂¨[を╉¨!»

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

]〈[┿]〈╄╈. 〈[╇ ╋╄【╉┿ 》╇〈[¨]〈╄╈»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «┿〈┿╋┿′»

16.30 ╃[┿╋┿ «╉┿〈┿╊┿»

18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇[¨〈╁¨[╄『»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.30 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇[¨〈╁¨[╄『»

03.35 ╃[┿╋┿ «╉┿〈┿╊┿»

05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

7.00 «]╄╉[╄〈｠ ]‶¨[〈╇╁′｠》 ╃¨]〈╇╅╄′╇╈»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «¨‶┿]′¨ ╃╊ぅ ╅╇╆′╇!»

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

]〈[┿]〈╄╈. 〈[╇ ╋╄【╉┿ 》╇〈[¨]〈╄╈»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «┿〈┿╋┿′»

16.30 ╃[┿╋┿ «╆╋╄╄╊¨╁»

18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

19.00 〈[╇╊╊╄[ «‶┿[╉¨╁╉┿»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.35 〈[╇╊╊╄[ «‶┿[╉¨╁╉┿»

03.30 ╀¨╄╁╇╉ «ぁ‶╇『╄′〈[»

05.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

¨
》
¨
〈
┿

╇

[
｠
╀
┿
╊
╉
┿

6:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
8:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
8:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
8:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
9:25 ╋¨[]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ╁ ╁╄′╄]〉ぁ╊╄
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-

′¨╈ ¨》¨〈｠
21:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
22:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
23:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
23:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
23:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
0:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
1:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
2:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
2:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
3:20 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨╊╄′ぅ ‶¨-《[┿′『〉╆]╉╇
4:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
5:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
7:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
7:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
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 ╉╊〉╀ [｠╀¨╊¨╁′｠》 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈-2. 

╀┿[]〉╉¨╁¨ ╆╇╋¨╈
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 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
5:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
5:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄

6:20 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
6:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
7:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
7:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
8:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
8:40 ╉┿╉ ‶[╇╂¨〈¨╁╇〈を ╉[〉‶′〉ぃ ╃╇』を
9:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
10:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
10:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
11:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
11:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
11:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
12:25 ╋¨[]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ╁ ╁╄′╄]〉ぁ╊╄
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-

′¨╈ ¨》¨〈｠
0:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
1:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
1:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
2:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
2:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
2:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
3:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
4:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
5:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
5:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇

6:20 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨╊╄′ぅ ‶¨-《[┿′『〉╆]╉╇
7:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
8:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
10:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
10:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
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 ╉╊〉╀ [｠╀¨╊¨╁′｠》 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈-2. 

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

′¨╈ ¨》¨〈｠
3:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
4:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
4:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
5:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
5:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
5:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿

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

6:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄

7:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

7:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

8:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

9:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

9:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

11:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

11:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄

12:20 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇

12:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈

13:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠

13:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇

14:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈

14:40 ╉┿╉ ‶[╇╂¨〈¨╁╇〈を ╉[〉‶′〉ぃ ╃╇』を

15:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

16:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋

17:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠

17:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿

17:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿

18:25 ╋¨[]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ╁ ╁╄′╄]〉ぁ╊╄

19:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿

20:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

20:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

21:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

21:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄

22:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

22:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

23:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
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ÔÅÂÐÀËÜ–ÌÀÐÒ 
16 そっゃさぇかは – こけしっゃ かうしすけゃにた けゃけとっえ. 
17-19 そっゃさぇかは – こけしぇょおう くぇ いっかっくぬ, こさけさぇとう-

ゃぇくうっ しっきはく. ‶けしっゃ う くぇさっいぇくうっ つっさっくおけゃ こっかぇさゅけ-
くうう. ╁くっしっくうっ けさゅぇくうつっしおうた せょけぉさっくうえ, こさけしせてうゃぇ-
くうっ, こさけゃっすさうゃぇくうっ.

20-21 そっゃさぇかは – こけしっゃ: こっすさせておぇ, しぇかぇす, 
てこうくぇす, さっょうし, つっしくけお, おけつぇくくぇは, こっおうくしおぇは 
おぇこせしすぇ. ¨ぉさっいおぇ さぇしすっくうえ ょかは せかせつてっくうは 
さけしすぇ. ‶けかうゃ, ゃくっしっくうっ けさゅぇくうつっしおうた せょけ-
ぉさっくうえ.

22, 23 そっゃさぇかは – こけしっゃ ゅけさけたぇ, そぇしけかう, せおさけ-
こぇ, こっすさせておう, ゃぬのとうたしは かっすくうおけゃ. ‶けしぇょおぇ かせおけ-
ゃうつくにた くぇ ゃにゅけくおせ. ¨ぉさっいおぇ ょかは けぉくけゃかっくうは う しすう-
きせかはちうう さけしすぇ.

24, 25 そっゃさぇかは – こけしっゃ かうしすけゃにた けゃけとっえ, こけ-
しっゃ しっきはく すけきぇすけゃ くぇ さぇししぇょせ ょかは ゃっしっくくうた すっこかうち. 
‶けかうゃ.

26 そっゃさぇかは – こさけゃっすさうゃぇくうっ, こさけしせてうゃぇくうっ. 
〉しすぇくけゃおぇ ょけこけかくうすっかぬくけえ こけょしゃっすおう ょかは さぇししぇょに. 
′っぉかぇゅけこさうはすっく こけしっゃ う こけしぇょおぇ.

27, 28 そっゃさぇかは – こけしぇょおぇ う こっさっしぇょおぇ 
おけきくぇすくにた さぇしすっくうえ, さにたかっくうっ こけつゃに, ゃくっしっ-
くうっ せょけぉさっくうえ, ぉけさぬぉぇ し こけつゃっくくにきう ゃさっょう-
すっかはきう. ‶さけゃっさおぇ ゃしたけあっしすう しっきはく う しけしすけ-
はくうは いぇゅけすけゃかっくくにた ょかは ゃっしっくくっえ こさうゃうゃおう 
つっさっくおけゃ.

1 きぇさすぇ – こけしぇょおぇ う こっさっしぇょおぇ おけきくぇすくにた さぇし-
すっくうえ, さにたかっくうっ こけつゃに, ゃくっしっくうっ せょけぉさっくうえ, ぉけさぬ-
ぉぇ し こけつゃっくくにきう ゃさっょうすっかはきう. ‶さけゃっさおぇ ゃしたけあっしすう 
しっきはく う しけしすけはくうは いぇゅけすけゃかっくくにた ょかは ゃっしっくくっえ こさう-
ゃうゃおう つっさっくおけゃ. ╋っさけこさうはすうは こけ いぇょっさあぇくうの しくっゅぇ 
くぇ ゅさはょおぇた し きくけゅけかっすくうきう けゃけとくにきう おせかぬすせさぇきう う 
こけょいうきくうきう こけしっゃぇきう.

2 きぇさすぇ – こけしっゃ かっすくうおけゃ, かせおけゃうつくにた, ちゃっすせとうた 
かっおぇさしすゃっくくにた さぇしすっくうえ. ‶けかうゃ, さにたかっくうっ ゃかぇあくけえ 
こけつゃに, こけょおけさきおぇ ちゃっすけゃ, けつうしすおぇ しっきはく, しけしすぇゃ-
かっくうっ いっきっかぬくにた しきっしっえ. ]けかくちっいぇとうすくぇは こけぉっかおぇ 
こかけょけゃにた ょっさっゃぬっゃ.

3-5 きぇさすぇ – こけしっゃ くぇ さぇししぇょせ すけきぇすけゃ ょかは けす-
おさにすけゅけ ゅさせくすぇ, ぉぇおかぇあぇくけゃ, しかぇょおけゅけ こっさちぇ, ぉさのし-
しっかぬしおけえ う ちゃっすくけえ おぇこせしすに. ‶けしぇょおぇ かせおけゃうつくにた くぇ 
ゃにゅけくおせ. [にたかっくうっ こけつゃに, しけしすぇゃかっくうっ いっきっかぬくにた 
しきっしっえ, こけかうゃ, ゃくっしっくうっ けさゅぇくうつっしおうた せょけぉさっくうえ.

6, 7 きぇさすぇ – こけしっゃ: さっょうし, つっしくけお, いっかっくぬ. ]ぇ-
くうすぇさくぇは けぉさっいおぇ ょっさっゃぬっゃ う おせしすぇさくうおけゃ (ゃけ ゃさっ-
きは けすすっこっかっえ), ぉけさぬぉぇ し くぇょいっきくにきう ゃさっょうすっかはきう. 
〉しすぇくけゃおぇ ょけこけかくうすっかぬくけえ こけょしゃっすおう ょかは さぇししぇょに.

8-11 きぇさすぇ – こけしっゃ  おけつぇくくけえ おぇこせしすに. ‶けしぇょおぇ 
かせおけゃうつくにた くぇ ゃにゅけくおせ. [にたかっくうっ こけつゃに, ぉけさぬぉぇ し 
こけつゃっくくにきう ゃさっょうすっかはきう.

12, 13 きぇさすぇ – くっ さっおけきっくょせのすしは こけしっゃに う ゃに-
しぇょおう.

′┿[¨╃′｠╄ ‶[╇╋╄〈｠

С Н Е Ж Е Н Ь
14 そっゃさぇかは. ╆ゃっいょけこぇょ – ゃっしくぇ すうたぇは. ′っぉけ くけつぬの いゃっいょうしすけ – お こけいょ-

くっえ ゃっしくっ.
15 そっゃさぇかは. ]さっすっくぬっ – いうきぇ し ゃっしくけえ う かっすけき こけゃしすさっつぇかぇしぬ.  ╄しかう 

こさけゅかはくっす しけかくにておけ, すけ こっさゃぇは ゃしすさっつぇ いうきに し ゃっしくけえ しけしすけはかぇしぬ, ぇ くっ 
こさけゅかはくっす – けあうょぇえ ょぇかぬてっ きけさけいけゃ. 

17 そっゃさぇかは. ′うおけかぇ ]すせょひくにえ. [っょおうえ ゅけょ くぇ [せしう ねすけす ょっくぬ けぉたけょうすしは 
ぉっい きけさけいけゃ. «′ぇ ]すせょひくけゅけ ′うおけかぇは しくっゅせ くぇゃぇかうす ゅけさせ». 

19 そっゃさぇかは. ╁せおけか 〈っかはすくうお.  ╋けさけいに けぉっとぇのす ぉせさくせの ゃっしくせ, しせたけっ う 
あぇさおけっ かっすけ.

21 そっゃさぇかは. ╆ぇたぇさうえ ]っさこけゃうょっち. ╃けしすぇのす う けしきぇすさうゃぇのす しっさこに. 』っき 
たけかけょくっっ こけしかっょくはは くっょっかは そっゃさぇかは, すっき すっこかっっ ゃ きぇさすっ. 

24 そっゃさぇかは. ╁かぇしうえ. ╁かぇしぬっゃしおうっ きけさけいに. ‶さけかぬひす ╁かぇしうえ きぇしかうちぇ くぇ 
ょけさけゅう – いうきっ こけさぇ せぉうさぇすぬ くけゅう, こせすぬ っえ ゃっょけき, いぇ ‶さけたけさけき しかっょけき. ╋け-
さけい いぇこっか – しぇくくにえ しかっょ けかっょっくっか.

‶¨╊╄╆′｠╄ ]¨╁╄〈｠

¨]╁╄〈╇ [┿]]┿╃〉

[ぇししぇょせ くせあくけ ょけこけかくうすっかぬ-
くけ けしゃっとぇすぬ せすさけき う ゃっつっさけき. 
╉さうすっさうう こさけしすにっ – つっかけゃっおせ 
つすけぉに ゃにしこぇすぬしは くせあくけ ゃけしっきぬ 
つぇしけゃ, すぇお ゃけす, かけあぇしぬ しこぇすぬ, 
ゃにおかのつぇえすっ けしゃっとっくうっ さぇし-
しぇょに, ぇ ゃしすぇゃぇは ゃおかのつぇえすっ. ′っ 
いぇぉにゃぇえすっ, っしすっしすゃっくくけ, ゃに-
おかのつぇすぬ くぇ ょっくぬ. ¨こさっょっかうすぬ 
きけきっくす ゃにおかのつっくうは せすさけき, う 
ゃおかのつっくうは ゃっつっさけき, すけあっ こさけ-
しすけ – っしかう こさう ゃおかのつひくくけえ 
かぇきこっ ゅかぇい くっ せかぇゃかうゃぇっす ういきっ-
くっくうは ゃ けしゃっとひくくけしすう, いくぇつうす, 
こけょしゃっすおぇ くっ くせあくぇ. ╄しかう ゅかぇい 
さぇいかうつぇっす せゃっかうつっくうっ けしゃっ-
とひくくけしすう – こけょしゃっすおぇ くせあくぇ. 
]け ゃさっきっくっき ゃに くぇせつうすっしぬ うく-
しすうくおすうゃくけ けこさっょっかはすぬ ゃさっきは 

ゃおかのつっくうは-ゃにおかのつっくうは ょけこけか-
くうすっかぬくけゅけ けしゃっとっくうは さぇししぇょに.

]っえつぇし こさけょぇひすしは きくけゅけ さぇいくにた 
かぇきこ, しゃっすうかぬくうおけゃ. ′け ょかは ゃに-
さぇとうゃぇくうは さぇししぇょに ゃ おゃぇさすうさっ 
たけさけてう ょぇかっおけ くっ ゃしっ. ╇い ゃしっゅけ 
しけかくっつくけゅけ しゃっすぇ さぇしすっくうは ぉけかっっ 
つせゃしすゃうすっかぬくに お かせつぇき おさぇしくけゅけ う 
しうくっゅけ ちゃっすけゃ. ╄とひ かぇきこぇ ょけかあくぇ 
しゃっすうすぬ, ぇ くっ こっさっゅさっゃぇすぬ ゃけいょせた. 
╉ すけきせ あっ, けくぇ ぉせょっす さぇぉけすぇすぬ ゃ 
すっつっくうっ くっしおけかぬおうた きっしはちっゃ, ぇ 
ぉけかぬてうっ しつっすぇ いぇ ねかっおすさうつっしすゃけ 
くぇき くう お つっきせ. ]ゃっす くっ ょけかあっく 
さぇいょさぇあぇすぬ ゅかぇいぇ: ゃ こさけょぇあっ こけ-
はゃうかうしぬ しこっちうぇかぬくにっ «そうすけかぇき-
こに», おけすけさにっ ういかせつぇのす けこすうきぇかぬ-
くにえ ょかは さぇしすっくうえ しこっおすさ, くけ うた 
しゃっす くっ さっあっす ゅかぇいぇ.

′┿ ¨╉¨【╉╄

┮┤┮ ┦┫┴┤┵┶┬┶╀ ┮┤┳┬┶┤┯? 
[ぇしすっくうっ, し こけきけとぬの おけすけさけゅけ 

ゃに しきけあっすっ こさうゃかっつぬ ぉけゅぇすしすゃけ ゃ 
しゃけの あういくぬ, – ょっくっあくけっ ょっさっゃけ. 
‶さうゃっさあっくちに 《ねく-てせえ こさうこうしに-
ゃぇのす すけかしすはくおっ, けょくけえ うい しぇきにた  
さぇしこさけしすさぇくひくくにた あうすっかぬくうち くぇ-
てうた こけょけおけくくうおけゃ, きぇゅうつっしおうっ 
しゃけえしすゃぇ. ‶けねすけきせ ょっくっあくにっ ょっ-
さっゃぬは しすぇくけゃはすしは ゃしひ こけこせかはさくっっ. 

╊うしすに, ゃくってくっ こけたけあうっ くぇ きけ-
くっすに, こけょぇさうかう すけかしすはくおっ すぇおけっ 
こさうゃかっおぇすっかぬくけっ くぇいゃぇくうっ. 

╁くってくっ ねすけ さぇしすっくうっ くぇこけきうくぇ-
っす ぉけかぬてけっ, さぇしおうょうしすけっ ょっさっゃけ し 
きけとくにき, けょっさっゃっくっかにき しすけかぉけき, 
おさっこおけえ おけさけえ う きぇししうゃくけえ おさけ-
くけえ し すゃひさょにきう, すけかしすにきう う せこさせ-
ゅうきう かうしすぬはきう. ╃っくっあくけっ ょっさっゃけ 
しつうすぇっすしは けょ-
くうき うい しぇきにた 
くっこさうたけすかうゃにた 
おけきくぇすくにた さぇし-
すっくうえ. 

〈 け か し す は く お ぇ 
かのぉうす たけさけてけ 
け し ゃ っ と ひ く く け っ 
こさけしすさぇくしすゃけ, 
くけ くっ こぇかはとうえ 
し け か く っ つ く に え 
しゃっす.  ╃かは かせつ-
てっゅけ ちゃっすっくうは 
(う ょかは こさうゃかっ-
つっくうは ょっくっゅ 
ゃ ょけき) かせつてっ 
さぇしすっくうっ こけ-
しすぇゃうすぬ くぇ 
けおくけ, くぇこさぇゃ-
かっくくけっ くぇ のゅけ-
ゃけしすけお うかう のゅ.

╂かぇゃくけっ, ゃ しけょっさあぇくうう ょっ-
くっあくけゅけ ょっさっゃぇ – くっ いぇかうゃぇすぬ 
ゃけょけえ. ╁け ゃさっきは たけかけょくけえ こけさに 
ゅけょぇ すけかしすはくおぇ くせあょぇっすしは ゃ 
さっょおけき こけかうゃっ, ゃ けしすぇかぬくけっ あっ 
ゃさっきは, こけかうゃぇすぬ っひ しかっょせっす こけ 
しすっこっくう ゃにしにたぇくうは ゃっさたくっゅけ 
てぇさぇ こけつゃに (きけあくけ っあっょくっゃ-
くけ). ╅っかぇすっかぬくけ  けょうく-ょゃぇ さぇいぇ 
ゃ きっしはち こさけすうさぇすぬ かうしすぬは しかっゅおぇ 
ゃかぇあくけえ すさはこおけえ.

╄しかう さぇしすっくうっ ぉにかけ こさうけぉさっ-
すっくけ ゃ こっさっゃけいくけき, すさぇくしこけさすう-
さけゃけつくけき ゅけさておっ, すけ っゅけ くっけぉ-
たけょうきけ けぉはいぇすっかぬくけ こっさっしぇょうすぬ 
つっさっい ょゃっ-すさう くっょっかう ゃ  てうさけおうえ 
くっゅかせぉけおうえ ゅけさてけお.  ‶っさっしぇあうゃぇ-
のす ゃいさけしかせの すけかしすはくおせ けょうく さぇい ゃ 

ょゃぇ ゅけょぇ, こっさうけょ ょかは ねすけゅけ かせつてっ 
ゃにぉさぇすぬ ゃっしっくくうえ. 

╉ こけつゃっ «ょっさっゃけ» けすくけしうすしは 
ゃこけかくっ しこけおけえくけ う くっすさっぉけゃぇ-
すっかぬくけ, っきせ きけあっす こけょけえすう おぇお 
せくうゃっさしぇかぬくぇは こけつゃぇ, すぇお う ょかは 
しせおおせかっくすけゃ, ゅかぇゃくけっ, つすけぉに すぇき 
ぉにか ょさっくぇあ. ╉さけきっ すけゅけ, きけあくけ う 
しぇきけきせ しょっかぇすぬ しきっしぬ, しけしすけはとせの 
うい かうしすけゃけえ うかう ょっさくけゃけえ いっきかう 
し こさうきっしはきう こっしおぇ, いけかに, こっさっ-
ゅくけは う ゅかうくに. ╃かは せょけぉさっくうは さぇし-
すっくうは うしこけかぬいせのす せくうゃっさしぇかぬくにっ 
しきっしう うかう あっ こけょけぉさぇくくにっ ょかは 
しせおおせかっくすけゃ, せょけぉさはすぬ こけつゃせ くっ-
けぉたけょうきけ こけしかっ こけかうゃぇ.

╉しすぇすう, つすけぉに ぉかぇゅけしけしすけはくうっ 
せゃっかうつうかけしぬ, すけかしすはくおせ くせあくけ 

ゃにさぇしすうすぬ しぇきけ-
しすけはすっかぬくけ. 〈っき 
ぉけかっっ つすけ さぇいきくけ-
あぇっすしは けくぇ かっゅおけ 
う ぉにしすさけ. ╃かは こけ-
しぇょおう ょけしすぇすけつくけ 
かうてぬ ゃけすおくせすぬ つっ-
さっくけお うかう かうしすうお, 
こさっょゃぇさうすっかぬくけ 
こけょゃはかっくくにっ, ゃ 
こけょゅけすけゃかっくくにえ 
ゅさせくす ゃ くっぉけかぬてけき 
さぇししぇょけつくけき ゅけさて-
おっ (こはすぬ-てっしすぬ 
しぇくすうきっすさけゃ ょうぇ-
きっすさけき). ‶けしぇあっく-
くけっ ょっさっゃちっ くぇ-
おさにゃぇのす ぉぇくおけえ う 
こけょさぇとうゃぇのす こさう 
こさけゃっすさうゃぇくうう う 
こけかうゃっ.

‶¨]╄╁

[┿]〈╇〈╄ ╀¨╊を【╇╋╇ 
╇ ╉[┿]′｠╋╇

‶╄[╁｠╈ てぇゅ お せさけあぇの すけきぇすけゃ – こけしっゃ しっきはく くぇ さぇししぇょせ. 
╁さけょっ ぉに くっしかけあくにえ こさけちっしし. ′け, すっき くっ きっくっっ, うくけゅょぇ 

こさうたけょうすしは う こっさっしっゃぇすぬ, っしかう しっきっくぇ こかけたけ ゃしたけょはす. ‶けいょくうっ 
しけさすぇ すけきぇすけゃ しっのす ゃ すっつっくうっ きぇさすぇ, さぇくくうっ – ゃ おけくちっ きぇさすぇ 
くぇつぇかっ ぇこさっかは.

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

]っきっくぇ しけさすけゃ すけきぇすけゃ, こさっょくぇ-
いくぇつっくくにた ょかは ゃにさぇとうゃぇくうは ゃ けす-
おさにすけき ゅさせくすっ, しっのす こさはきけ ゃ こうすぇ-
すっかぬくにっ ゅけさてけつおう, ぉっい こうおうさけゃおう, 
すぇお おぇお せ しっはくちっゃ つぇしすけ けぉさにゃぇのすしは 
きぇかっくぬおうっ おけさっておう, う ゃ さぇくおう いょけ-
さけゃにた さぇしすっくうえ きけあっす こさけくうおくせすぬ 
うくそっおちうは. ‶けしっゃ しっきはく こさけゃけょはす 
し 1 こけ 25 きぇさすぇ ゃ しすぇおぇくつうおう さぇい-
きっさけき 10た10 しき. ╇た くぇこけかくはのす こけ-
つゃっくくけえ しきっしぬの う こけかうゃぇのす すひこかにき 
さぇしすゃけさけき (ゃ 10 か ゃけょに さぇいゃけょはす 
けょくせ しすけかけゃせの かけあおせ せょけぉさっくうは). 
╆ぇすっき ゃ しすぇおぇくつうおぇた, ゃ ちっくすさっ, ょっ-
かぇのす こけ ょゃっ はきおう ゅかせぉうくけえ 1 しき, ゃ 
おぇあょせの おかぇょせす こけ けょくけきせ しっきっつおせ 
う いぇおさにゃぇのす こけつゃっくくけえ しきっしぬの. 
〈ぇおけえ こけしっゃ ぉっい こうおうさけゃおう こさけゃけ-
ょはす すけかぬおけ ょかは くういおけさけしかにた しけさすけゃ 
けすおさにすけゅけ ゅさせくすぇ, つすけぉに いぇとうすうすぬ 
さぇししぇょせ けす ゃうさせしくにた いぇぉけかっゃぇくうえ. 
╂けさてけつおう し しっきっくぇきう こけきっとぇのす ゃ 
はとうお, しすぇゃはす ゃ すひこかけっ しゃっすかけっ きっ-
しすけ (22-25 ゅさぇょせしけゃ) う ゃくうきぇすっかぬくけ 
しかっょはす いぇ ゃしたけょぇきう, おけすけさにっ ょけかあ-
くに こけはゃうすぬしは つっさっい てっしすぬ-しっきぬ 
ょくっえ. ╉ぇお すけかぬおけ こけはゃはすしは, ゅけさてけつ-

おう こっさっしすぇゃかはのす くぇ しゃっすかにえ こけょけ-
おけくくうお し すっきこっさぇすせさけえ ょくひき 14-16, 
ぇ くけつぬの 12-14. ]くうあぇは すっきこっさぇすせ-
させ, けすおさにゃぇのす そけさすけつおう, けこぇしぇはしぬ 
しおゃけいくはおぇ. ‶さけたかぇょぇ こさっょけすゃさぇすうす 
ゃにすはゅうゃぇくうっ う こけきけあっす かせつてっきせ 
さぇいゃうすうの おけさっておけゃ. ╆ぇすっき すっき-
こっさぇすせさせ こけしすっこっくくけ こけゃにてぇのす 
ょけ 18-20, ぇ くけつぬの ょけ 15-17. 』っさっい 
こはすぬ-てっしすぬ ょくっえ こけしかっ こけはゃかっ-
くうは ゃしたけょけゃ うい ゅけさてけつおぇ せょぇかはのす 
ぉけかっっ しかぇぉけっ さぇしすっくうっ, ぇ しうかぬくけっ 
けしすぇゃかはのす. 

〉たけょ いぇ さぇししぇょけえ – つさっいゃにつぇえくけ 
けすゃっすしすゃっくくにえ きけきっくす. ╃け ゃにしぇょおう 
くぇ ゅさはょおせ さぇししぇょぇ さぇしすひす 55-60 ょくっえ. 
‶けかうゃぇのす せきっさっくくけ, ゃ くぇつぇかっ さけしすぇ 
けょうく さぇい ゃ くっょっかの こけ こけかしすぇおぇくぇ 
くぇ けょくけ さぇしすっくうっ. ╉けゅょぇ けぉさぇいせっすしは 
すさう-こはすぬ くぇしすけはとうた かうしすけつおけゃ, くぇ 
おぇあょけっ さぇしすっくうっ さぇしたけょせのす こけ しすぇ-
おぇくせ ゃけょに. ╉ぇあょにっ 10-15 ょくっえ さぇししぇ-
ょせ こけょおぇさきかうゃぇのす. ‶っさゃにえ さぇい つっさっい 
12 ょくっえ こけしかっ こけはゃかっくうは ゃしたけょけゃ – 
さぇしすゃけさけき くうすさけそけしおう (ゃ 10 か ゃけょに 
さぇいゃけょはす けょくせ しすけかけゃせの かけあおせ), さぇし-
たけょせは こけかしすぇおぇくぇ くぇ さぇしすっくうっ. ╁すけ-

さけえ さぇい こけょおぇさきかうゃぇのす せょけぉさっくうっき, 
さぇしたけょせは こけ けょくけきせ しすぇおぇくせ くぇ さぇしすっ-
くうっ つっさっい 10 ょくっえ こけしかっ こっさゃけえ こけょ-
おけさきおう. 〈さっすぬの こけょおけさきおせ こさけゃけょはす 
いぇ くっょっかの ょけ ゃにしぇょおう さぇししぇょに ゃ けす-
おさにすにえ ゅさせくす. ╁ 10 か ゃけょに さぇいゃけょはす 
けょくせ しすけかけゃせの かけあおせ しせこっさそけしそぇすぇ 
(しせこっさそけしそぇす くぇしすぇうゃぇのす すさけっ しせすけお 
ゃ すひこかけえ ゃけょっ). ′っけぉたけょうきけ こけしすけはく-
くけ いぇおぇかうゃぇすぬ さぇししぇょせ こけくうあっくくけえ 
すっきこっさぇすせさけえ. ′ぇつうくぇは し ぇこさっかは さぇし-
しぇょせ きけあくけ ゃにくけしうすぬ くぇ ぉぇかおけく, っしかう 
すっきこっさぇすせさぇ くっ くうあっ 10 ゅさぇょせしけゃ. ╁ 
すっつっくうっ すさひた ょくっえ いぇおぇかうゃぇくうっ こさけ-
ゃけょはす ゃ すっくう, すぇお おぇお くっけぉたけょうきけ 
さぇしすっくうっ こさうせつぇすぬ お こけかくけきせ けしゃっ-
とっくうの くぇ けすおさにすけき ゃけいょせたっ, ぇ けす 
こさはきけゅけ こけこぇょぇくうは しけかくっつくにた かせつっえ 
きけゅせす こけはゃうすぬしは けあけゅう. ╁け ゃさっきは 
いぇおぇかうゃぇくうは しかっょうすっ, つすけぉに こけつゃぇ 
ぉにかぇ ゃかぇあくけえ うくぇつっ ゃけいきけあくけ せゃは-
ょぇくうっ かうしすけつおけゃ. ╉ きけきっくすせ ゃにしぇょおう 
くぇ ゅさはょおせ ゃ ゅさせくす さぇしすっくうは ょけかあくに 
ぉにすぬ おさっこおうきう, し 9-12 かうしすぬはきう.
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]すさけえきぇすっさうぇかに

[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

╂させいけこっさっゃけいおう

[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

╅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.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っあうかけっ こけきっとっくうっ. 8-902-
25-45-845.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っあうか. う こさけういゃ. こけきっとっ-
くうは. 4-40-51.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 2-おけきく. おゃ. (しっきぬは, 4 つっかけ-
ゃっおぇ). ]さけつくけ. 8-953-04-14-300, 
8-909-70-15-329.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

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, 32 しけす. 8-904-98-96-043.
[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, こ. ]すぇくけゃぇは. ′っょけさけゅけ. 
8-902-40-91-388.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つ-お ゃ お/し わ52, こ. 【うかけゃおぇ, 3,2 
しけす., ち. 270 す.さ. 8-909-01-14-663.

[╄╉╊┿╋┿

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-すっくす. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-922-11-04-213.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかう (1,5 す), そせさゅけくに (5 す, 
35 き3). 8-950-20-55-887.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うしぬきっくくにえ しすけか. 8-902-26-
89-090.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っかっゃういけさに Shivaki, 
Samsung, 54 しき. 『. 2 す.さ. (おぇあ-
ょにえ). 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っくけ ゃ させかけくぇた. 8-906-81-14-
238.

[╄╉╊┿╋┿

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

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

9 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ
こけしかっ こさけょけかあうすっかぬくけえ ぉけかっいくう しおけくつぇかぇしぬ 

╋うたぇえかけゃぇ ぃかうは ╇けしうそけゃくぇ.
╁しっ, おすけ いくぇか っっ, こけきはくうすっ ょけぉさにき しかけゃけき.

[けょくにっ う ぉかういおうっ

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ "╁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).

[╄╉╊┿╋┿

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

• ¨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.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうおう-しぉけさとうおう, けこにす, 
さぇぉけすぇ ゃ ちったっ, い/こ 20 す.さ. 8-953-
38-63-500.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╁けょうすっかう ゃにしけおけ-
ゅけ せさけゃくは, し か/ぇ ぉういくっし-おかぇししぇ. 
8-982-61-10-993.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう おぇす. «╄». 8-963-05-
09-667.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. "]", くぇ きぇくうこせ-
かはすけさ. 8-904-98-15-455.

[╄╉╊┿╋┿

• ′はくは. 8-912-61-73-499.
[╄╉╊┿╋┿

• そ-か "╀っさっいけゃしおうえ ╂〉‶ ]¨ ╊》 
‶¨" こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ ゃけょう-
すっかっえ くぇ かっしけゃけい, くぇ "〉┿╆". ̈ ぉ-
さぇとぇすぬしは: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╉ゃぇさすぇか 
124, ょ. 4┿. 8-922-15-98-203.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁け ゃくけゃぬ けすおさにゃぇっきせの しすけかけゃせの 
すさっぉせのすしは: いぇゃっょせのとぇは こさけうい-
ゃけょしすゃけき, こけゃぇさぇ 4-5 さぇいさはょぇ, 
おけくょうすっさ, おせたけくくにっ さぇぉけすくう-
おう, きけえとうちに こけしせょに, せぉけさ-
とうちぇ. ╂さぇそうお さぇぉけすに しきっくくにえ. 
8-904-98-57-748 (し 10-00 ょけ 12-00).

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお しすけかはさぇ. 8-922-
15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ すさっぉせのすしは ぇここぇさぇすつうおう, 
せこぇおけゃとうおう (こさけういゃけょしすゃけ かぇ-
おけおさぇしけつくけえ こさけょせおちうう), きけあくけ 
ぉっい けこにすぇ さぇぉけすに. 4-61-71, いゃけ-
くうすぬ ゃ さぇぉけつっっ ゃさっきは, し 9-00 つ. 
ょけ 18-00 つ.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄╉╊┿╋┿
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〈] «《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╀ 
(けすょっか おぇょさけゃ)

8-912-60-58-315 [╄
╉╊

┿╋
┿

ÎÎÎ "ÁÐÎÇÝÊÑ" 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

{ そぇしけゃとうちぇ ょけぉぇゃけお (あっくとうくぇ, させししおぇは, 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)
{ しせてうかぬとうお いぇこけかくうすっかっえ (きせあつうくぇ, 25-40 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)

4-000-4 [╄╉╊┿╋┿

╀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 
«Áåðìàø» 

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
◊ 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 22 000 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 22 000 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 22 000 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

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゾゾゾ «ダダデ» 

òðåáóåòñÿ ñëåñàðü ÌÑÐ
{ 4-5 ┏〞┆┏┞┃
{ ┐┏┄┃┌┄┑┄└┌┇┖┄┐┉┍┄ ┍─┏〞┆┍━〞┌┇┄
{ ┆┌〞┌┇┄ ケダズ
ヴ┍┐┑┍┈┌〞┞ ┇ ┐━┍┄━┏┄┋┄┌┌〞┞ ┍┎┊〞┑〞 ┑┏┒┃〞, ┍─┐┒┅┃┄┌┇┄ 

┌〞 ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇. ヂ〞─┍┑〞 ━ ┎. ゼ┍━┍─┄┏┄┆┍━┐┉┇┈.

(343) 295-70-01 (ザ┐┄┌┇┞)

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゾゾゾ "バヱゲ"
┎┏┇┌┇┋〞┄┑ 

┑┒┐┎┈┒┅┋├┍┛┉ 
┌┓┑┎┐, ┃┐┓┍┒, 
┇┅┌┋┞, │┅┒┊┈ 

┄┅┐┅│├┅│

8-922-15-01-110

8-952-74-42-178
┏┄┅┇┋ ┏〞─┍┑┚ ┐ 8-00 ┃┍ 22-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉‶[┿╁╊╄′╇╄ ╅╇╊╇】′¨-╉¨╋╋〉′┿╊を′¨╂¨ 》¨╆ぅ╈]〈╁┿ 
╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿ ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╉ 

〉』┿]〈╇ぃ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╉¨′╉〉[]╄
╆ぇおぇいつうお: 〉こさぇゃかっくうっ あうかうとくけ-おけききせくぇかぬくけゅけ たけいはえしすゃぇ 

╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
┿ょさっし いぇおぇいつうおぇ: 623702, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 7.
╉けくすぇおすくけっ かうちけ: ]っくちけゃ ┿かっおしぇくょさ ╁ぇしうかぬっゃうつ, すっか/そぇおし 

(34369) 4-32-50, ねか.ぇょさっし: sentsovav@mail.ru
‶さっょきっす おけくおせさしぇ: けすぉけさ せこさぇゃかはのとうた けさゅぇくういぇちうえ ょかは 

せこさぇゃかっくうは きくけゅけおゃぇさすうさくにきう ょけきぇきう, さぇしこけかけあっくくにきう くぇ 
すっささうすけさうう ╀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.

╊けす わ1:  けすぉけさ せこさぇゃかはのとっえ けさゅぇくういぇちうう ょかは せこさぇゃかっくうは 
きくけゅけおゃぇさすうさくにき ょけきけき わ 12 こけ せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう (せしかけゃうは せおぇいぇくに ゃ おけくおせさしくけえ ょけおせきっくすぇちうう).

╊けす わ2: けすぉけさ せこさぇゃかはのとっえ けさゅぇくういぇちうう ょかは せこさぇゃかっくうは 
きくけゅけおゃぇさすうさくにきう ょけきぇきう ゃ こけしっかおっ ╉かのつっゃしお, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう (せしかけゃうは せおぇいぇくに ゃ おけくおせさしくけえ ょけおせきっくすぇちうう). 

╋っしすけ こけしすぇゃおう すけゃぇさぇ (ゃにこけかくっくうは さぇぉけす, けおぇいぇくうは せしかせゅ): 
せおぇいぇくに ゃ おけくおせさしくけえ ょけおせきっくすぇちうう.

╃けおせきっくすぇちうは け おけくおせさしっ さぇいきっとっくぇ くぇ しぇえすっ: 
http://www.berezovskii.ru.
╃けおせきっくすぇちうの け おけくおせさしっ きけあくけ こけかせつうすぬ こけ ぇょさっしせ: 

]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 7 (こさうっきくぇは), 
ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 9.00 ょけ 18.00 (こっさっさにゃ し 13.00 ょけ 14.00) こけ きっしすくけきせ 
ゃさっきっくう し きけきっくすぇ けこせぉかうおけゃぇくうは ういゃっとっくうは け こさけゃっょっくうう おけくおせさしぇ 
ょけ ょぇすに う ゃさっきっくう くぇつぇかぇ さぇししきけすさっくうは こさっょしすぇゃかっくくにた いぇはゃけお 
くぇ おけくおせさし. ′ぇ ねかっおすさけくくにた くけしうすっかはた ょけおせきっくすぇちうは け おけくおせさしっ 
こさっょけしすぇゃかはっすしは ぉっしこかぇすくけ.    

╋っしすけ, ょぇすぇ う ゃさっきは こさっょしすぇゃかっくうは いぇはゃけお くぇ おけくおせさし: こけ 
きっしすくけきせ ゃさっきっくう ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 9.00 ょけ 18.00 (こっさっさにゃ し 13.00 
ょけ 14.00) こけ ぇょさっしせ ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 
]すさけうすっかっえ, 7 (こさうっきくぇは), し きけきっくすぇ けこせぉかうおけゃぇくうは けぉなはゃかっくうは ょけ 
10.00 つぇしけゃ 15 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ.

╋っしすけ, ょぇすぇ う ゃさっきは くぇつぇかぇ さぇししきけすさっくうは いぇはゃけお くぇ おけくおせさし: 
]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 7 (こさうっきくぇは) 
15 きぇさすぇ 2011 し 10.00 つぇしけゃ こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう. 

╋っしすけ, ょぇすぇ う ゃさっきは けおけくつぇくうは さぇししきけすさっくうは いぇはゃけお くぇ 
おけくおせさし: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 7 
(こさうっきくぇは), ょけ 25 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ. [╄╉╊┿╋┿

╇′《¨[╋┿『╇¨′′¨╄ ]¨¨╀】╄′╇╄ ¨ 
‶[¨╁╄╃╄′╇╇ 〈¨[╂¨╁ ′┿ ‶[┿╁¨ ┿[╄′╃｠ 

¨╀‒╄╉〈¨╁ ╋〉′╇『╇‶┿╊を′¨╂¨ 
′╄╅╇╊¨╂¨ 《¨′╃┿ 

¨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) 4-32-21, 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: 6 ぇこさっかは 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. 

‶さっょきっす すけさゅけゃ: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こけきっとっくうは わ21 
こかけとぇょぬの 18,1 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: こ. ╋けくっすくにえ, せか. 
╉けきしけきけかぬしおぇは, 7. ′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 
2226,30 させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに 5 かっす. ]せききぇ 
いぇょぇすおぇ 445 させぉ.

‶けさはょけお, きっしすけ う しさけお こさっょけしすぇゃかっくうは ょけおせきっくすぇちうう 
けぉ ぇせおちうけくっ: しけ ょくは けこせぉかうおけゃぇくうは ゃ けそうちうぇかぬくけき ういょぇくうう 
けさゅぇくういぇすけさぇ おけくおせさしぇ う さぇいきっとっくうは くぇ けそうちうぇかぬくけき しぇえすっ 
しけけぉとっくうは け こさけゃっょっくうう ぇせおちうけくぇ くぇ けしくけゃぇくうう いぇはゃかっくうは 
かのぉけゅけ いぇうくすっさっしけゃぇくくけゅけ かうちぇ, こけょぇくくけゅけ ゃ こうしぬきっくくけえ そけさきっ, 
ゃ すっつっくうっ ょゃせた さぇぉけつうた ょくっえ しけ ょくは こけかせつっくうは しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ 
いぇはゃかっくうは こけ ぇょさっしせ: 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, お. 208. ‶かぇすぇ いぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ ょけおせきっくすぇちうう くっ ゃいうきぇっすしは. 
╃けおせきっくすぇちうは けぉ ぇせおちうけくっ さぇいきっとっくぇ くぇ しぇえすっ しっすう ╇くすっさくっす 
www.berezovskii.ru.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ゃこさぇゃっ けすおぇいぇすぬしは けす こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ 
くっ こけいょくっっ, つっき いぇ すさう ょくは ょけ ょぇすに けおけくつぇくうは しさけおぇ こけょぇつう 
いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ ぇせおちうけくっ.

‶けさはょけお, きっしすけ う しさけお こさっょけしすぇゃかっくうは いぇはゃけお くぇ 
せつぇしすうっ ゃ ぇせおちうけくっ: し 09.00 きっしすくけゅけ ゃさっきっくう 14 そっゃさぇかは 2011 
ゅけょぇ ょけ 15.00 きっしすくけゅけ ゃさっきっくう 30 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: 
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, お. 208, ゃ こけさはょおっ, 
せしすぇくけゃかっくくけき ょけおせきっくすぇちうっえ けぉ ぇせおちうけくっ.

‶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

[╄╉╊┿╋┿

¨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.

《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 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.

]ゃっょっくうは け こさっょきっすぇた すけさ-
ゅけゃ.

1. ╊けす 1. ╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお, 
けぉとっえ こかけとぇょぬの 1592,0 き2, ゃ 
こ. ¨おすはぉさぬしおけき 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. 
]こけさすうゃくけえ, 12, さぇいさってっくくけっ 
うしこけかぬいけゃぇくうっ – ょかは うくょうゃうょせ-
ぇかぬくけゅけ あうかうとくけゅけ しすさけうすっかぬ-
しすゃぇ, おぇすっゅけさうは いっきっかぬ – いっきかう 
くぇしっかっくくにた こせくおすけゃ, おぇょぇしすさけ-
ゃにえ くけきっさ: 66:35:0208002:126. 
╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお こさぇゃぇきう すさっ-
すぬうた かうち くっ けぉさっきっくっく. 

〈ったくうつっしおうっ せしかけゃうは:
1.1. ぁかっおすさけしくぇぉあっくうっ. 
╉ぇすっゅけさうは くぇょっあくけしすう: すさっすぬは.
》ぇさぇおすっさ くぇゅさせいおう: ぉにすけゃけえ.
╋ぇおしうきぇかぬくぇは きけとくけしすぬ: 10 

お╁す.
╋ぇおしうきぇかぬくにえ さぇしつっすくにえ すけお: 

けこさっょっかうすぬ こさけっおすけき.
〉さけゃっくぬ くぇこさはあっくうは: 0,38 お╁.
〈けつおぇ こさうしけっょうくっくうは:
‶] «》ゃけとっゃぇは» 35/3 お╁, ╁╊-0,4 

お╁ そ. «‶けしひかけお», くけきっさ けこけさに 
けこさっょっかうすぬ こさけっおすけき.

〉つっす こけすさっぉかはっきけえ ねかっおすさけ-
ねくっさゅうう ゃにこけかくうすぬ しつっすつうおけき 
おかぇししぇ すけつくけしすう くっ くうあっ 2,0.

╁ゃけょくけえ ぇゃすけきぇす しきけくすうさけゃぇすぬ 
こけょ けこかけきぉうさけゃおせ.

〉しすぇくけゃうすぬ せしすさけえしすゃぇ いぇとうす-
くけゅけ けすおかのつっくうは (〉╆¨).

╁にこけかくうすぬ こさけっおす ゃくってくっゅけ う 
ゃくせすさっくくっゅけ ねかっおすさけしくぇぉあっくうは 
けぉなっおすぇ.

‶さけっおすうさけゃぇくうっ ゃにこけかくうすぬ 
ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ‶さぇゃうかぇきう 
せしすさけえしすゃぇ ねかっおすさけせしすぇくけゃけお 
(7-っ ういょぇくうっ) う ょさせゅうきう ょっえしすゃせ-
のとうきう くけさきぇすうゃくけ-すったくうつっしおう-
きう ょけおせきっくすぇきう. ‶さけっおす しけゅかぇしけ-
ゃぇすぬ ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょおっ し 
╆┿¨ «〉ぁ]».

′ぇ ゃゃけょっ けぉなっおすぇ せしすぇくけゃうすぬ 
¨‶′ (けゅさぇくうつうすっかぬ こっさっくぇこさは-
あっくうは) う ゃにこけかくうすぬ おけくすせさ こけ-
ゃすけさくけゅけ いぇいっきかっくうは くせかっゃけゅけ 
こさけゃけょぇ.

╁にこけかくうすぬ いぇとうすせ けす こっさっくぇ-
こさはあっくうえ ゃ しっすう こさう ぇゃぇさうえくけき 
さっあうきっ さぇぉけすに (さっかっ くぇこさはあっ-
くうは, しすぇぉうかういぇすけさ).

]さけお ょっえしすゃうは すったくうつっしおうた せし-
かけゃうえ – 2 ゅけょぇ.

1.2. ╂ぇいけしくぇぉあっくうっ.
╂ぇいうそうおぇちうは けぉなっおすぇ ぉせょっす 

ゃけいきけあくぇ こけしかっ しすさけうすっかぬしすゃぇ 

ゅぇいけこさけゃけょぇ くういおけゅけ ょぇゃかっくうは.
]さけお ょっえしすゃうは すったくうつっしおうた せし-

かけゃうえ – 1 ゅけょ.
1.3. ╁けょけしくぇぉあっくうっ.
]おゃぇあうくぇ うかう こさうゃけいくぇは ゃけょぇ.
1.4. ╉ぇくぇかういぇちうは.
╁にゅさっぉ.
¨しくけゃぇくうっ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ 

– こけしすぇくけゃかっくうっ 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 
わ 34 けす 01.02.2011 ゅ. 

′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ いっきっかぬくけゅけ 
せつぇしすおぇ  300 000 させぉ. (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» 15 000 させぉ. 
(こはすくぇょちぇすぬ すにしはつ させぉかっえ).

[ぇいきっさ いぇょぇすおぇ 60 000 させぉ. 
(てっしすぬょっしはす すにしはつ させぉかっえ).

2. ╊けす 2. ╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお, けぉ-
とっえ こかけとぇょぬの 1569,0 き2, ゃ こ. ╊け-
しうくけき ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう こけ せか. ╉ぇかうくうくぇ, 26, 
さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ – ょかは 
しすさけうすっかぬしすゃぇ うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ 
あうかけゅけ ょけきぇ, おぇすっゅけさうは いっきっかぬ – 
いっきかう くぇしっかっくくにた こせくおすけゃ, おぇょぇ-
しすさけゃにえ くけきっさ: 66:35:0202003:90. 
╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお こさぇゃぇきう すさっ-
すぬうた かうち くっ けぉさっきっくっく.

〈ったくうつっしおうっ せしかけゃうは:
2.1.ぁかっおすさけしくぇぉあっくうっ. 
╉ぇすっゅけさうは くぇょっあくけしすう: すさっすぬは.
》ぇさぇおすっさ くぇゅさせいおう: ぉにすけゃけえ.
╋ぇおしうきぇかぬくぇは きけとくけしすぬ: 10 お╁す.
╋ぇおしうきぇかぬくにえ さぇしつっすくにえ すけお: 

けこさっょっかうすぬ こさけっおすけき.
〉さけゃっくぬ くぇこさはあっくうは: 0,38 お╁.
〈けつおぇ こさうしけっょうくっくうは:
〈‶-6603, ╁╊-0,4 お╁ そ. «せか. ╉ぇかう-

くうくぇ», くけきっさ けこけさに けこさっょっかうすぬ 
こさけっおすけき.

〉つっす こけすさっぉかはっきけえ ねかっおすさけねくっさ-
ゅうう ゃにこけかくうすぬ しつっすつうおけき おかぇししぇ 
すけつくけしすう くっ くうあっ 2,0.

╁ゃけょくけえ ぇゃすけきぇす しきけくすうさけゃぇすぬ 
こけょ けこかけきぉうさけゃおせ.

〉しすぇくけゃうすぬ せしすさけえしすゃぇ いぇとうすくけ-
ゅけ けすおかのつっくうは (〉╆¨).

╁にこけかくうすぬ こさけっおす ゃくってくっゅけ う 
ゃくせすさっくくっゅけ ねかっおすさけしくぇぉあっくうは 
けぉなっおすぇ.

‶さけっおすうさけゃぇくうっ ゃにこけかくうすぬ ゃ 
しけけすゃっすしすゃうう し ‶さぇゃうかぇきう せしすさけえ-
しすゃぇ ねかっおすさけせしすぇくけゃけお (7-っ ういょぇ-
くうっ) う ょさせゅうきう ょっえしすゃせのとうきう 
くけさきぇすうゃくけ-すったくうつっしおうきう ょけ-
おせきっくすぇきう. ‶さけっおす しけゅかぇしけゃぇすぬ 
ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょおっ し ╆┿¨ 
«〉ぁ]».

′ぇ ゃゃけょっ けぉなっおすぇ せしすぇくけゃうすぬ 
¨‶′ (けゅさぇくうつうすっかぬ こっさっくぇこさは-
あっくうは) う ゃにこけかくうすぬ おけくすせさ こけ-
ゃすけさくけゅけ いぇいっきかっくうは くせかっゃけゅけ 
こさけゃけょぇ.

╁にこけかくうすぬ いぇとうすせ けす こっさっくぇ-
こさはあっくうえ ゃ しっすう こさう ぇゃぇさうえくけき 

さっあうきっ さぇぉけすに (さっかっ くぇこさはあっ-
くうは, しすぇぉうかういぇすけさ).

]さけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの 2012 ゅ.
]さけお ょっえしすゃうは すったくうつっしおうた せしかけ-

ゃうえ – 2 ゅけょぇ.
2.2. ╂ぇいけしくぇぉあっくうっ.
╂ぇいうそうおぇちうは けぉなっおすぇ ぉせょっす ゃけい-

きけあくぇ こけしかっ しすさけうすっかぬしすゃぇ う しょぇ-
つう ゃ ねおしこかせぇすぇちうの くぇさせあくにた ゅぇ-
いけこさけゃけょけゃ.

]さけお ょっえしすゃうは すったくうつっしおうた せしかけ-
ゃうえ – 1 ゅけょ.

2.3. ╁けょけしくぇぉあっくうっ.
]おゃぇあうくぇ うかう こさうゃけいくぇは ゃけょぇ.
2.4. ╉ぇくぇかういぇちうは.
╁にゅさっぉ.
¨しくけゃぇくうっ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ 

– こけしすぇくけゃかっくうっ 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 
わ 34-1 けす 01.02.2011 ゅ.

′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ いっきっかぬくけゅけ 
せつぇしすおぇ 415 000 させぉ. (つっすにさっしすぇ 
こはすくぇょちぇすぬ すにしはつ させぉかっえ).

«【ぇゅ ぇせおちうけくぇ» 20 750 させぉ. 
(ょゃぇょちぇすぬ すにしはつ しっきぬしけす こはすぬょっ-
しはす させぉかっえ).

[ぇいきっさ いぇょぇすおぇ 83 000 させぉ. (ゃけ-
しっきぬょっしはす すさう すにしはつう 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 15.03.2011 
ゅ. けさゅぇくういぇすけさせ すけさゅけゃ くぇ さ/し 
40302810562450000001 ゃ ¨┿¨ 
«〉╀[╇[» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,  ╉/し 
30101810900000000795;

╇′′ 6604004023; ╀╇╉ 
046577795. ╉‶‶ 660401001, こけ-
かせつぇすっかぬ 《うくぇくしけゃけっ せこさぇゃかっくうっ 
ゃ ╀っさっいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ 
(╉〉╇ ╀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)

〈けさゅう しけしすけはすしは 16.03.2011 
ゅ. こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉ-
かぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 210,  ゃ 15 つ. 00 
き. こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう.

╆ぇはゃおう こさうくうきぇのすしは ゃ さぇぉけつうっ 
ょくう こけ 15.03.2011 ゅ. し 9 ょけ 17 つぇ-
しけゃ こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか. 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
9, お. 105. 

╉ せつぇしすうの ゃ ぇせおちうけくっ ょけ-
こせしおぇのすしは そういうつっしおうっ かうちぇ, 
こさっょしすぇゃうゃてうっ しかっょせのとうっ 
ょけおせきっくすに: いぇはゃおせ くぇ せつぇしすうっ ゃ 
すけさゅぇた こけ せしすぇくけゃかっくくけえ そけさきっ, 
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, こけょすゃっさあょぇのとうえ ゃくっしっくうっ 
いぇょぇすおぇ, おけこうの こぇしこけさすぇ, 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 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 さぇぉけつうた ょくっえ しけ ょくは 
こけょこうしぇくうは こさけすけおけかぇ け さっいせかぬすぇ-
すぇた すけさゅけゃ. 

〈っか. ょかは しこさぇゃけお: 4-64-81
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〉』[╄╃╇〈╄╊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 65692. 〈うさぇあ 2935 ̈ 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.

12 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8
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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

[╄╉╊┿╋┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.
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Ñåéô-?âåðè, 
ðåBåòêè, 
âîðîòà, 

êîâàíûå èç?åëèÿ
き-く "╉うさけゃしおうえ"
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ
8-919-36-40-690 [╄

╉╊
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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
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╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

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

(343) 361-15-10
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》《【╊『っ]╅』ゃ 』《╆╅[╅!
ぶñëÖ▲ú ¿íßëíÑÜë 

(ÑñçÜô¡í)
ゐ▲¿í ç ëÜ£ÜçÜ½ ÜüñúÖó¡ñ

′あ おそつてそうかちせとま 
けせなそちすあぬけま – 

うそくせあえちあきおかせけか! 

8-965-50-43-654, 8-912-24-78-972
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18 そっゃさぇかは
し 10-00 ょけ 17-00 つぇしけゃ
ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお»
(′╀‶, ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 1╀)

さっ
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ぇき
ぇ

[┿]‶[¨╃┿╅┿
{ きけょっかぬくけえ けぉせゃう 2011
こけ ちっくっ 1000 させぉ.
{ せちっくっくくけえ けぉせゃう:
けしっくぬ – 200 させぉ.
いうきぇ – 350-500 させぉ.

ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 3900 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 5900 – «こけょ おかのつ»

[ぇししさけつおぇ ぉっい %
┥′╋〈╉『-｠╉〈』》, 【[. ┵』》〉′』╉[╉¨, 4, 3 ゃ』.

www.gostspecstroy.ru  
 219-43-83, 8-904-16-15-763
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くぇぉけさ しけすさせょくうおけゃ 
ゅうぉおうえ ゅさぇそうお, けぉせつっくうっ

ゃけいきけあくけしすぬ おぇさぬっさくけゅけ さけしすぇ 

8-922-22-75-274
ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 11-00 ょけ 17-00 [╄
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[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681
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РBFF: МBO:CEH<G:! 

ПHA>J:<EY?F В:K K Ю;BE??F!

‶せしおぇえ ょせてう くっ きっさおくっす けゅけくっお,
╅っかぇっき ╁ぇき ゅぇさきけくうう う しつぇしすぬは,
′っ いくぇすぬ こっつぇかう, ぉけかう う すさっゃけゅ,
》さぇくう ╁ぇし ╀けゅ けす ゃしはおけゅけ くっくぇしすぬは!
╅っかぇっき ぉかぇゅ う きくけゅうっ ╁ぇき かっすぇ,
』すけぉ しすぇくけゃはしぬ しゃっすかっえ, きせょさっえ, ょけぉさっえ,
╁ぇき きくけゅけ かっす ゃしすさっつぇすぬ っとっ さぇししゃっすに
╇ あょぇすぬ ゅけしすっえ くぇ くけゃにえ のぉうかっえ!

でÜöëÜÑÖó¡ó "とÜ½ä¿ñ¡ïÖÜÇÜ îñÖöëí 
ïÜîóí¿áÖÜÇÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó　 
Öíïñ¿ñÖó　 Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú"

16 ôåâðàëÿ 
íà ðûíêå ï. Íîâîáåðåçîâñêèé 

ñ 9-00 ÷. äî 18-00 ÷. 
しけしすけうすしは さぇしこさけょぇあぇ あっくしおけゅけ こぇかぬすけ 
うい こかぇとっゃにた すおぇくっえ こけ ちっくっ 3500 させぉ., 

ぇ すぇおあっ こさけょぇあぇ くけゃけえ おけかかっおちうう "╁っしくぇ-2011". 
╊のぉけっ こぇかぬすけ いぇ 4000 させぉ. [ぇいきっさに し 42 こけ 72.
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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

"Русский хлеб"
требуются:

{ ┌┅┍┅┄┆┅┐ ┏┎ ┐─━┎┒┅ ┑ ┊┋┈┅┍┒─┌┈
{ ┐─━┎┒┍┈┊┈ │ ┊┎┍┄┈┒┅┐┑┊┈┉ ┖┅┕
{ ┓━┎┐┙┈┖┛

8 (34369) 3-09-75
8-902-87-72-328 さっ

おか
ぇき

ぇ

だだだ ゐñëñ£Üçï¡óú ëñ½ÜÖöÖÜ-½ñêíÖóôñï¡óú £íçÜÑ 

 《》′╇[╄ぁ╄╉』 〈╄ 》╄╅〉』【
ぷ¿óâÜçàó¡í (£/ä 25000 ëÜß.)
Ä¿ñ¡öëÜ½ÜÖöñëí äÜ ëñ½ÜÖöÜ ó Üßï¿Ü¢óçíÖó0 
~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　
(4 ëí£ë　Ñí, ÑÜäÜï¡ ~¿ñ¡öëÜßñ£ÜäíïÖÜïöó Öñ Öó¢ñ 3 ÇëÜää▲, 
£/ä Üö 17000 ëÜß.)
ゐÜêÇí¿öñë (Öí ÜôíïöÜ¡ ÜöÇëÜ£¡ó, £/ä Üö 15000 ëÜß.)
とÜÖöëÜ¿ñë だどと
(ç/Ü öñêÖóôñï¡Üñ, çÜ£½Ü¢ÖÜ ßñ£ Üä▲öí ëíßÜö▲)

╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10

‶さっょけしすぇゃかはっすしは おけきこっくしぇちうは いぇ こさけっいょ さぇぉけすくうおぇき, 
こさけあうゃぇのとうき ゃ こけしっかおぇた ╀╂¨.

〈っかっそけく けすょっかぇ おぇょさけゃ: 8 (34369) 4-59-87,  8-904-98-87-725
e-mail: ok_brmz@km.ru
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