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‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ

‶はすくうちぇ, 18 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 -24-26

╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 2 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 736 きき さす.しす.

]せぉぉけすぇ, 19 そっゃさぇかは
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき -22-24, くけつぬの -28-30
╁っすっさ しっゃっさけ-ゃけしすけつくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 741 きき さす.しす.
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‶[┿╀┿╀〉【╉╇ ]╄╂¨╃′ぅ【′╇》 ]〈┿[¨‶｠【╋╇′『╄╁ 
╀｠╊╇ ╆┿╁]╄╂╃┿〈┿ぅ╋╇… ╇╆╀｠-』╇〈┿╊を′╇
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╉〈¨ こさぇいょくうおせ さぇょ, すけす 
こさうたけょうす くぇ くっゅけ いぇゅけ-

ょは. ╇ たけすは くけゃけしっかぬっ ゃ ]すぇ-
さけこにてきうくしおっ くぇいくぇつうかう ゃ 
こはすくうちせ ぇあ くぇ ょっしはすぬ せすさぇ, 
ゅけしすう はゃうかうしぬ ゃけゃしっ くう しゃっす 
くう いぇさは. ] ょさせゅけえ しすけさけくに: 
くっ おぇあょにえ ょっくぬ くぇ くぇてっえ こっ-
さうそっさうう けすおさにゃぇのす ぉうぉかうけ-
すっおう う おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃにっ 
ちっくすさに.

╉さぇしくぇは かっくすけつおぇ っとひ くっ こっ-
さっさっいぇくぇ, しけくくにえ こけしひかけお ぉせ-
ょけさぇあうす さぇいゃっしひかぇは きせいにおぇ, ぇ 
おけさっくくぇは っゅけ あうすっかぬくうちぇ ′うくぇ 
‶っすさけゃくぇ ╀うさのおけゃぇ し おぇおうき-すけ 
しけきくっくうっき くぇ かうちっ あょひす くぇつぇかぇ 
すけさあっしすゃぇ:

– ╉けくっつくけ, ょけ しっゅけょくはてくっゅけ ょくは 
ぉうぉかうけすっおぇ のすうかぇしぬ ゃ しすぇさけえ ういぉっ 
くぇ ╉うさけゃぇ, 14, う くっゅけあっ おくうゅぇき 
しすけはすぬ ゃ ゃっすたうた しすっくぇた. ╃ぇ う おかせぉぇ 
ょぇゃくけ くっす, ゅょっ くぇさけょせ しけぉうさぇすぬしは? 
‶さぇゃうかぬくけ, くぇ こかけとぇょう う せ きぇゅぇ-
いうくぇ. ′け ゃしひ さぇゃくけ あぇかおけ, つすけ ょっす-
しぇょ, おけすけさにえ ぉにか いょっしぬ, こさけこぇか: 
しおけかぬおけ ゃ くひき さっぉはすうてっお こけしっか-
おけゃにた ゃにさけしかけ, ゃしっ ょけさけゅう ゃっかう 
お たさぇきせ う しぇょうおせ, – くけしすぇかぬゅうさせっす 
こけ こさけてかけきせ きけは しけぉっしっょくうちぇ. 

′け ゃけす ゃにてかう «くぇ おさにかぬちけ» 
しぇきけょっはすっかぬくにっ ぇさすうしすに うい 
きっしすくけゅけ ぇくしぇきぉかは «〉さぇかぬしおうっ 
こけしうょっかおう» う ょせてっゃくけ いぇこっかう け 
おさぇしけすぇた ]すぇさけこにてきうくしおぇ. ぁすけ 
こさぇゃょぇ: こけしっかっくうっ, けすきっすうゃてっっ 
しゃけひ 350-かっすうっ う はゃかはのとっっしは 

ょっょせておけえ ╀っさひいけゃしおけゅけ, – しぇ-
きけっ けつぇさけゃぇすっかぬくけ-あうゃけこうしくけっ 
ゃ ╀╂¨. ¨す ょせてう ぇおおけきこぇくうさせ-
っす させおけゃけょうすっかぬ おけかかっおすうゃぇ – 
┿.‶けくけきぇさっゃ: さぇょけしすぬ ┿くぇすけかうは 
╃きうすさうっゃうつぇ こけくはすぬ きけあくけ: っゅけ 
こっゃせくぬう すけあっ くけゃけしひかに:  っしすぬ 
ゅょっ すっこっさぬ うき さっこっすうさけゃぇすぬ, うし-
おせししすゃけ くっしすう ゃ きぇししに! ╁け ゃさっきは 

おけくちっさすぇ し せつぇしすうっき ゃいさけしかにた, 
ぇ すぇおあっ ょっすっえ うい ゅさせここに «]おけ-
きけさけたう», かうたけ うしこけかくうゃてうた くぇ 
ぉぇかぇかぇえおぇた つぇしすせておう «╅ょひき くぇ 
くぇてっき ぉっさっゅせ», し かうちぇ ′うくに ‶っ-
すさけゃくに くっ したけょうす ょけぉさぇは, しゃっすかぇは 
せかにぉおぇ. ╄とひ ぉけかっっ ょけゃけかっく こさけ-
うしたけょはとうき ゅかぇゃぇ こけしひかおぇ ┿くぇすけ-
かうえ ╋うたぇえかけゃうつ ╂ぇかおうく:

– ‶さけてかけ ゃしっゅけ-すけ 90 かっす, おぇお 
こけはゃうかぇしぬ せ くぇし くけゃぇは ぉうぉかうけ-
すっおぇ… 〈さう ゅけょぇ くぇいぇょ ゃ ねすけき あっ 
いょぇくうう けすおさにかぇしぬ ¨╁‶. ╁しっ こけ-
くうきぇのす, つすけ ]すぇさけこにてきうくしおせ くせ-
あっく う しぇょうお, う ぇしそぇかぬすうさけゃぇくくにっ 
ょけさけゅう, う  かぇきこけつおう くぇ せかうちぇた. 
′け しさぇいせ ゃしひ くっ けょけかっってぬ, ゅかぇゃ-
くけっ, つすけ ょっかけ ょゃうあっすしは ゃこっさひょ. 

‶けくはすくけ, つすけ ぉっい こけきけとくう-
おけゃ しっゅけょくは すさせょくけ, ゃけす う しけしっょ 
– きっぉっかぬくにえ ちっくすさ «′けゃにえ ゃっお» 
– こさっこけょくけしうす おくうゅけたさぇくうかうとせ 
しっさすうそうおぇす くぇ ょっしはすぬ すに-
しはつ させぉかっえ.

┥┩┨┤
15 そっゃさぇかは ゃ しゃけひき ょけきっ 

ぉにか せぉうす ╂させいょっゃ ′うおけかぇえ 
‶ぇゃかけゃうつ, つっきこうけく きうさぇ こけ 
すはあひかけえ ぇすかっすうおっ おけくちぇ しっ-
きうょっしはすにた ゅけょけゃ. ‶けょさけぉ-
くけしすう うとうすっ ゃ しかっょせのとっき 
くけきっさっ.
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╀っさひいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ しせょ 
さぇししきけすさっか うしおう ぃさうは ╄かぇくちっゃぇ 
う 〈ぇすぬはくに ┿さすっきぬっゃけえ, おけすけさにた 
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 けすおぇいぇかぇしぬ さっゅう-
しすさうさけゃぇすぬ ゃ おぇつっしすゃっ おぇくょう-
ょぇすけゃ くぇ ゃにぉけさに ゅかぇゃに けおさせゅぇ. 
╂さぇそけかけゅ ゃにぉさぇおけゃぇか ぉけかぬてけえ 
こさけちっくす こけょこうしっえ, しけぉさぇくくにた 
ゃ こけょょっさあおせ しぇきけゃにょゃうあっくちっゃ, 
うい-いぇ ねすけゅけ けくう くっ しきけゅかう せつぇ-
しすゃけゃぇすぬ ゃ こさっょゃにぉけさくけえ ゅけくおっ. 
╃っえしすゃうは 〈╇╉ しせょ こさういくぇか いぇ-
おけくくにきう. 

〉 おぇくょうょぇすけゃ っしすぬ こさぇゃけ けぉ-
あぇかけゃぇすぬ さってっくうは しせょぇ, っしかう 
けくう くっ ぉせょせす けしこけさっくに, ゃにぉけさに 
ゅかぇゃに けおさせゅぇ こさういくぇのす くっしけしすけ-
はゃてうきうしは. ╇ くけゃせの ょぇすせ ゃにぉけ-
さけゃ こさっょしすけうす くぇいくぇつうすぬ ょっこせ-
すぇすぇき ゅけさけょしおけえ ╃せきに.

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

╉〈¨ ╃〉[╇〈 ‶┿]]┿╅╇[¨╁?
ぅ けすくけてせしぬ お すぇお くぇいにゃぇっきにき きぇはすくうおけゃにき きうゅさぇくすぇき: あうゃせ ゃ ╀っさひいけゃしおけき, ぇ さぇ-

ぉけすぇの ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. 』ぇしすけ こさうたけょうすしは こけかぬいけゃぇすぬしは けぉとっしすゃっくくにき すさぇくしこけさすけき. 
‶さぇおすうつっしおう ゃ おぇあょけき ぇゃすけぉせしっ くぇ ゃうょくけき きっしすっ くぇたけょうすしは すぇさうそくぇは しっすおぇ, ゃいゅかは-
くせゃ くぇ おけすけさせの, かっゅおけ きけあくけ こけくはすぬ しすけうきけしすぬ こさけっいょぇ ょけ けこさっょっかひくくけえ けしすぇくけゃおう. 
╉けゅょぇ あっ ょけぉうさぇってぬしは くぇ きぇさてさせすくけき すぇおしう, すけ おぇあょにえ さぇい けす "‶けかうおかうくうおう" ょけ 
"‶けゃけさけすぇ くぇ ╇いけこかうす" し きっくは すさっぉせのす さぇいくにっ しせききに – けす 14 ょけ 19 させぉかっえ. ┿ ょっゃは-
すけゅけ そっゃさぇかは ゃけょうすっかぬ きぇてうくに し ゅけしくけきっさけき ┿〈 334 いぇ こさけっいょ ゃいはか 29 させぉかっえ. ╋けう 
ゃけいさぇあっくうは しかせてぇすぬ くっ しすぇか, しおぇいぇゃ, つすけ くぇょけ つうすぇすぬ うくそけさきぇちうの, さぇいきっとひくくせの ゃ 
しぇかけくっ. 》けつっすしは せいくぇすぬ: しおけかぬおけ あっ くぇ しぇきけき ょっかっ しすけうす こさけっいょ? ╇ っとひ: きけあっす かう ゃけ-
ょうすっかぬ (ねすけす しかせつぇえ こさけういけてひか ゃ せあっ せこけきはくせすけえ きぇさてさせすおっ) けしすぇくぇゃかうゃぇすぬしは ゃ くっ-
こけかけあっくくけき きっしすっ すけかぬおけ こけすけきせ, つすけ ょゃぇ きっしすぇ さはょけき し くうき ぉにかう いぇさぇくっっ いぇおぇいぇくに?

╇. ╂さうゅけさぬっゃぇ
′ぇ ゃけこさけし つうすぇすっかぬくうちに きに こけこさけしうかう けすゃっすうすぬ 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 ]┿╁╇′┿:
– ]すけうきけしすぬ こさけっいょぇ ゃ きぇさてさせすくけき すぇおしう うょっくすうつくぇ しすけうきけしすう こさけっいょぇ ゃ ぇゃすけ-

ぉせしっ くぇ ねすけき あっ きぇさてさせすっ, こけしおけかぬおせ きぇさてさせすおう ゃ しゃけひ ゃさっきは こさうさぇゃくはかう お けぉとっ-
しすゃっくくけきせ すさぇくしこけさすせ. ╆くぇつうす, けす けしすぇくけゃおう «‶けかうおかうくうおぇ» ょけ けしすぇくけゃおう «╇いけ-
こかうす» ゃに ょけかあくに こかぇすうすぬ 14 させぉかっえ. 』すけ おぇしぇっすしは ゃにしぇょおう う こけしぇょおう こぇししぇあうさけゃ 
こけ せしきけすさっくうの ゃけょうすっかは, すけ, たけすは けしくけゃくにっ けしすぇくけゃおう けぉけいくぇつっくに くぇ ゃしひき けすさっいおっ 
こせすう, きぇさてさせすおぇき くっ ゃけいぉさぇくはっすしは  けしすぇくぇゃかうゃぇすぬしは こけ すさっぉけゃぇくうの おかうっくすけゃ. 』すけ 
くっ いぇこさっとっくけ, すけ さぇいさってっくけ. ¨ょくぇおけ, しかせつうしぬ くっしつぇしすぬっ こさう ゃにしぇょおっ こぇししぇあうさぇ ゃ 
くっこけかけあっくくけき きっしすっ, ゃけょうすっかは あょせす しすさけゅうっ さぇいぉうさぇすっかぬしすゃぇ, う けく ょけかあっく こけき-
くうすぬ けぉ ねすけき.

]╊〉》╇ ′╄ 
‶¨╃〈╁╄[╃╇╊╇]を
′っょぇゃくけ きけっえ さけゃっしくうちっ, ぇ は 1935 ゅけょぇ さけあょっくうは, 

こさうくっしかう 500 させぉかっえ し けぉなはしくっくうっき – «╃っすはき ゃけえ-
くに». ぅ すけあっ ゃ けあうょぇくうう こけしけぉうは. ¨くけ ぉせょっす っょうくけゃ-
さっきっくくにき うかう おぇあょにえ きっしはち?

╉しっくうは ╋ぇおしうきけゃくぇ, せか. 【うかけゃしおぇは
]うすせぇちうの おけききっくすうさせっす いぇき. くぇつぇかぬくうおぇ 

せこさぇゃかっくうは 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 ゃ 
ゅ. ╀っさひいけゃしおけき ¨かぬゅぇ ╉〉╆′╄『¨╁┿:

– ╃っえしすゃうすっかぬくけ, ゃ こさけてかけき ゅけょせ ょっすう こけゅうぉ-
てうた くぇ そさけくすっ こけかせつうかう こけ 500 させぉかっえ ゃ つっしすぬ 
65-かっすうは ╁っかうおけえ ‶けぉっょに. ╋に こけしきけすさっかう こけ 
ょけおせきっくすぇき, すぇおぇは ゃにこかぇすぇ ぉにかぇ ゃっしくけえ う せ ╉しっ-
くうう ╋ぇおしうきけゃくに. ′け ぇょさっしぇすに いぇぉうさぇかう ょっくぬゅう 
ゃ すっつっくうっ ゃしっゅけ ゅけょぇ, こけねすけきせ いくぇおけきぇは つうすぇ-
すっかぬくうちに, しおけさっっ ゃしっゅけ, こけかせつうかぇ こけかけあっくくにっ 
っえ 500 させぉかっえ ゃ つうしかっ こけしかっょくうた. 〉ゃに, うくにた ゃに-
こかぇす ゅけしせょぇさしすゃけ «ょっすはき ゃけえくに» こけおぇ くっ けこさっ-
ょっかうかけ.

『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). 

╂[┿《╇╉ ‶[¨╁╄╃╄′╇ぅ ¨╀〉』╄′╇ぅ:
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.

]‶¨[〈

ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÈÐÓÝÒ
«┥┲┨┴┲┵┶╀ ┨┷┹┤, ┧┴┤┺┬╃ ┬ ┳┯┤┵┶┬┮┤» ┺┤┴┬┯┬ ┱┤ ┵┲┴┩┦┱┲┦┤┱┬╃┹ ┳┲ ┵┳┲┴┶┬┦┱┲┭ ┤┮┴┲┥┤┶┬┮┩

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
‶さうくうきぇすぬ ゅけしすっえ – こさう-

はすくけ, こけつひすくけ, くけ う たかけこけす-
くけ, けすゃっすしすゃっくくけ. ┿ っしかう うた 
200 つっかけゃっお うい こはすう けぉかぇ-
しすっえ, すけ ぉっい こけきけとう ょさせいっえ 
くっ けぉけえすうしぬ. ‶っさゃっくしすゃけ う 
つっきこうけくぇす 〉さ《¨ こけ しこけさ-
すうゃくけえ ぇおさけぉぇすうおっ こさけたけ-
ょうかう くぇ こさけてかけえ くっょっかっ 
くぇ ぉぇいっ ぉっさひいけゃしおけえ しこけさ-
すておけかに. ╇ こさぇいょくうお こけかせ-
つうかしは くぇ しかぇゃせ!

┿おさけぉぇすに うい 16 ゅけさけ-
ょけゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ, 』っ-
かはぉうくしおけえ, 〈のきっくしおけえ, 
╉せさゅぇくしおけえ けぉかぇしすっえ, 》ぇく-
すに-╋ぇくしうえしおけゅけ ぇゃすけくけき-
くけゅけ けおさせゅぇ, せしすさけうゃてうしぬ 
ゃ «╆ぇさくうちっ», «╊っしくけえ こけ-
かはくっ», «』うしすにた こさせょぇた», 
けすこさぇゃうかうしぬ くぇ おけゃひさ, 
つすけぉに ゃ つっしすくけえ ぉけさぬぉっ 
ゃにはゃうすぬ しうかぬくっえてうた. ╉けく-
おせさっくちうは こけかせつうかぇしぬ あひしす-
おぇは: ゃ こはすう ょうしちうこかうくぇた 
ゃにしすせこうかう こぇさに あっくしおうっ, 
きせあしおうっ, しきってぇくくにっ, あっく-
しおうっ «すさけえおう» う きせあしおうっ 
«つっすゃひさおう». ╁ しぉけさくせの 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ-
こぇかう しぇきにっ こっさしこっおすうゃくにっ 
ぉっさっいけゃつぇくっ, う けくう くっ こけょ-
ゃっかう おけきぇくょせ: ╋ぇさうは ╆せぉけ-
ゃぇ う ┿かひくぇ ╀ぇぉぇはく, うしこけか-
くうゃ こさけゅさぇききせ こけ こっさゃけきせ 
ゃいさけしかけきせ さぇいさはょせ, いぇゃけ-
っゃぇかう «ぉさけくいせ».  ┿ すさけえおぇ 
╇さうくに ‶けゅかぇいけゃけえ, ┿くゅっ-
かうくに ぃさうくしおけえ, ┿くぇしすぇしうう 
╀ぇぉせさうくけえ, すぇおあっ こさっょしすぇ-
ゃうゃ くぇ しせょ あのさう こさけゅさぇき-
きせ こけ こっさゃけきせ ゃいさけしかけきせ 
さぇいさはょせ, ゃいはかぇ «しっさっぉさけ». 
╁っしぬきぇ ょけしすけえくけ ゃにしすせこう-
かぇ し うくすっさっしくけえ う しかけあくけえ 
こさけゅさぇききけえ ゅさせここぇ ゃ しけ-
しすぇゃっ ‶けかうくに ]おかはさけゃけえ, 
┿かっおしぇくょさに ╊せおうつひゃけえ う 
ぃかうう ╊っしくうおけゃけえ. ]っえつぇし 

ょっゃせておう ぉせょせす こさっすっくょけ-
ゃぇすぬ くぇ いゃぇくうっ きぇしすっさけゃ 
しこけさすぇ. 

– ╁ うすけゅっ ゃ こっさゃっくしすゃっ 
]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ いぇ-
くはかぇ ゃすけさけっ きっしすけ, せしすせ-
こうゃ かうてぬ ぇおさけぉぇすぇき うい 
》ぇくすに-╋ぇくしうえしおけゅけ ぇゃすけ-
くけきくけゅけ けおさせゅぇ, ぇ ゃ つっき-
こうけくぇすっ – すさっすぬっ, こさけこせ-
しすうゃ ゃこっさひょ つっかはぉうくちっゃ 
う こさっょしすぇゃうすっかっえ 》╋┿¨, 
– おけききっくすうさせっす ょうさっおすけさ 
╀っさひいけゃしおけえ ╃ぃ]【 ′ぇ-
すぇかぬは [はいぇくけゃぇ. – ╀けさぬぉぇ 
こけかせつうかぇしぬ あぇさおけえ: しっ-
ゅけょくは ゃしっ しこけさすしきっくに こけ-
おぇいにゃぇのす ぉけかっっ しかけあくにっ 
ねかっきっくすに, くぇこさうきっさ «つっす-
ゃひさおう» – ょぇあっ すさけえくけっ 
しぇかぬすけ, おぇつっしすゃっくくせの たけ-
さっけゅさぇそうの, ぉっいせこさっつくせの 
すったくうおせ. ╃かは くぇし けつっくぬ 
ゃぇあくけ こさうくうきぇすぬ しけさっゃ-
くけゃぇくうは すぇおけゅけ せさけゃくは: 
けくう こけゃにてぇのす こさっしすうあ くっ 
すけかぬおけ しこけさすておけかに, くけ う 
╀っさひいけゃしおけゅけ: くっ おぇあょにえ 
ゅけさけょ うきっっす ゃ しゃけひき ぇさしっ-
くぇかっ ぇおさけぉぇすうつっしおうえ いぇか, 
こけしおけかぬおせ ねすけす ゃうょ しこけさすぇ 
くっ ゃたけょうす ゃ けかうきこうえしおせの 
こさけゅさぇききせ. ╂かぇゃくけっ, つすけ 
しけしすはいぇくうは こけこせかはさういう-
させのす ぇおさけぉぇすうおせ, しけつっすぇ-
のとせの ゃ しっぉっ しうかせ, ゅさぇ-
ちうの, ぇさすうしすういき, ゅぇさきけくうの 
ょせてう う すっかぇ.    

╁こっさっょう せ くぇてうた しこけさ-
すしきっくけゃ – こけっいょおぇ ゃ ′っ-
そすっのゅぇくしお くぇ ╁しっさけししうえ-
しおうえ すせさくうさ くぇ こさうい ゅかぇゃに 
ゅけさけょぇ. ┿ てっしすけゅけ ぇこさっ-
かは  ╃ぃ]【 ゃ しゃけうた しすっくぇた 
ゃくけゃぬ こさうきっす ゅけしすっえ くぇ 
おせぉおっ ゅけさけょけゃ 〉さぇかぇ. ‶さう-
たけょうすっ こけしきけすさっすぬ くぇ «おさぇ-
しうゃにえ おけゃひさ» う こけぉけかっすぬ いぇ 
くぇてうた!

]ゃけの おけきこけいうちうの くぇ おけゃさっ こけおぇいに-
ゃぇのす ぉっい こはすう きうくせす ╉╋] ‶. ]おかはさけゃぇ, 
┿. ╊せおうつひゃぇ う ぃ. ╊っしくうおけゃぇ

╁¨╆を╋╇〈╄ ′┿ ╆┿╋╄〈╉〉
¨‶¨╆╃┿╊ – ╆┿[┿╀¨〈┿╊ 【〈[┿《

╇くょうゃうょせぇかぬくにっ こさっょこさうくうきぇすっかう, せこかぇつうゃぇのとうっ しすさぇたけゃにっ 
ゃいくけしに うしたけょは うい しすけうきけしすう しすさぇたけゃけゅけ ゅけょぇ, ょけかあくに こさっょしすぇゃうすぬ ゃ 
すっささうすけさうぇかぬくにえ ‶っくしうけくくにえ そけくょ ょけ こっさゃけゅけ きぇさすぇ くにくってくっゅけ 
ゅけょぇ さぇしつひす こけ くぇつうしかっくくにき う せこかぇつっくくにき しすさぇたけゃにき ゃいくけしぇき (そけさ-
きぇ []╁-2). ′っこさっょけしすぇゃかっくうっ ゃ せしすぇくけゃかっくくにえ いぇおけくけき しさけお さぇしつひすぇ 
ゃかっつひす てすさぇそ!

┿╉〈〉┿╊を′¨
┲┴┦┬ ┱┤┥┬┴┤┩┶ ┲┥┲┴┲┶┿

′っかは ╂┿╊╇〉╊╊╇′┿, こけきけとくうお ゃさぇつぇ-ねこうょっきうけかけゅぇ  
そうかうぇかぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ  ちっくすさぇ  ゅうゅうっくに う ねこうょっきうけかけゅうう
] 7 こけ 13 そっゃさぇかは くぇ すっささう-

すけさうう ╀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 いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 1217 
しかせつぇっゃ いぇぉけかっゃぇくうは ¨[╁╇, つすけ 
こさっゃにてぇっす せさけゃっくぬ こさっょにょせ-
とっえ おぇかっくょぇさくけえ くっょっかう ゃ 1,1 
さぇいぇ, ぇくぇかけゅうつくけゅけ こっさうけょぇ 
こさけてかけゅけ ゅけょぇ – ゃ 3,2 さぇいぇ う 

しさっょくっきくけゅけかっすくうえ せさけゃっくぬ – 
こけつすう ゃ てっしすぬ さぇい. 

ぁこうょっきうつっしおけっ さぇしこさけしすさぇくっくうっ 
いぇぉけかっゃぇっきけしすう けしすさにきう さっしこうさぇ-
すけさくにきう ゃうさせしくにきう うくそっおちうはきう 
いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ ゃけ ゃしった ゃけいさぇしす-
くにた ゅさせここぇた:  60 こさけちっくすけゃ いぇぉけ-
かっゃてうた – ゃ ゃけいさぇしすっ  ょけ 17 かっす.

╉かせぉ こさうさけょくけゅけ いっきかっょっかうは こさうゅかぇてぇっす ぉっさひいけゃしおうた しぇょけゃけょけゃ 
くぇ けつっさっょくせの ゃしすさっつせ. ╁ ゃけしおさっしっくぬっ, 20 そっゃさぇかは, ゃ 16:00 ゃ ╀うぉかうけ-
すっおっ しっきっえくけゅけ つすっくうは (╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7) かのぉうすっかう しぇょぇ う けゅけさけょぇ 
けぉしせょはす すっきせ: «╋せかぬつうさけゃぇくうっ. ╇しこけかぬいけゃぇくうっ ぁき-こさっこぇさぇすけゃ».

[┿╆｠]╉╇╁┿ぃ〈]ぅ ╉┿╁ぁぁ′】╇╉╇ 
╃け 1 きぇさすぇ こさけょけかあぇっすしは こさうひき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ うゅさぇた ╉╁′ «╊うゅぇ 

さぇぉけすぇのとっえ きけかけょひあう». 
¨さゅぇくういぇすけさ うゅさ – ̈ すょっか こけ ょっかぇき きけかけょひあう – こさっょかぇゅぇっす ゅけさけょしおうき 

のきけさうしすぇき けすきっすうすぬ きっあょせくぇさけょくにえ ょっくぬ しきったぇ くぇ しちっくっ «]けゃさっきっく-
くうおぇ». ╁ くにくってくっき ゅけょせ ゃきっしすっ し ¨╃╋  こけょゅけすけゃおけえ うゅさに いぇえきひすしは 
っおぇすっさうくぉせさゅしおけっ おけくちっさすくけっ ぇゅっくすしすゃけ. 

〈さっぉけゃぇくうは お せつぇしすくうおぇき けしすぇかうしぬ こさっあくうきう: しけしすぇゃ おけきぇくょに くっ ぉけ-
かっっ ょっしはすう つっかけゃっお, ゃにしすせこかっくうは ょけかあくに しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ すっきっ うゅさに 
う くっ こさっゃにてぇすぬ ゃさっきっくくけえ さっゅかぇきっくす. ╅のさう けちっくうす くっ すけかぬおけ けしすさけせ-
きうっ, くけ う さっあうししせさせ, しすうかぬ, さぇいくけけぉさぇいうっ うしこけかぬいせっきにた あぇくさけゃ. 

‶けかけあっくうっ けぉ うゅさぇた ╉╁′ ゃに きけあっすっ くぇえすう くぇ しぇえすっ berezovskii.ru, いぇ 
こけょさけぉくけえ うくそけさきぇちうっえ けぉさぇとぇえすっしぬ ゃ ¨すょっか こけ ょっかぇき きけかけょひあう こけ 
すっか. 47-000.

╃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. 

《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.

«╂¨[¨╃ ]╁¨╇╋╇ [〉╉┿╋╇»
〉』┿]〈╁〉╈!

‶¨‶[┿╁╉┿
〉ゃぇあぇっきにえ ‶ぇゃっか ╋うたぇえかけゃうつ!

 [っょぇおちうは ゅぇいっすに «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» こさうくけしうす ╁ぇき しゃけう 
ういゃうくっくうは いぇ ょけこせとっくくせの くっすけつくけしすぬ ゃ わ15 けす 15 そっゃさぇかは 2011 
ゅけょぇ ゃ きぇすっさうぇかっ こけょ いぇゅけかけゃおけき «′ぇて おせぉけお – ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ».
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┿かっおしっえ ╂╊〉【╉¨╁, つかっく こさっいうょうせきぇ ゅけさけょしおけゅけ しけゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ, 
いぇきっしすうすっかぬ こさっょしっょぇすっかは しっおちうう こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ, 
きぇえけさ きうかうちうう ゃ けすしすぇゃおっ

‶¨╋′ぃ, おぇお ゃっしっくくうき しけかくっつくにき ょくひき 23 きぇさすぇ 1983 ゅけょぇ お くぇき ゃ ╂¨╁╃ 
ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ こさうぉにか くぇつぇかぬくうお 〉╁╃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, こけか-

おけゃくうお きうかうちうう ╄そうき ╋ぇすゃっっゃうつ 【すっえくゃぇさゅ. ぅ すけゅょぇ さぇぉけすぇか けこっさぇすうゃくにき 
ょっあせさくにき こけ ╂¨╁╃ ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ, ぇ こけきけとくうおけき せ きっくは ぉにか しすぇさてうくぇ 
きうかうちうう ╁うおすけさ ]すっこぇくけゃうつ 』っつゃうえ, くにくっ ╂っさけえ [けししうう こけしきっさすくけ.

′┿]〈¨ぅ】╇╈ ‶¨╊╉¨╁′╇╉

╉けゅょぇ しけぉさぇかしは ゃっしぬ かうつくにえ しけしすぇゃ, ╄. 
╋. 【すっえくゃぇさゅ  こさっょしすぇゃうか くぇき ┿くぇすけかうは 
╃ぇくうかけゃうつぇ ┿かっおしっっゃぇ, おけすけさにえ し ねすけゅけ 
きけきっくすぇ こさうしすせこうか お けぉはいぇくくけしすはき くけ-
ゃけゅけ くぇつぇかぬくうおぇ ぉっさひいけゃしおけえ きうかうちうう. 〉 
きっくは しけたさぇくうかうしぬ かせつてうっ ゃけしこけきうくぇくうは け 
くひき おぇお け しすぇさてっき おけかかっゅっ, すけゃぇさうとっ, きせ-
ょさけき させおけゃけょうすっかっ う くぇしすぇゃくうおっ. ╁ ねすけき 
ゅけょせ ┿くぇすけかうの ╃ぇくうかけゃうつせ うしこけかくはっすしは 
70 かっす.

– ╁ きうかうちうの きっくは «しけしゃぇすぇか» しけしっょ, 
しすぇさてうくぇ ╉せいぬきぇ 《っょけすけゃうつ 〉しけかぬちっゃ, 
こさうゃうゃ きくっ かのぉけゃぬ う せゃぇあっくうっ お ねすけえ 
こさけそっししうう, – ゅけゃけさうす ┿くぇすけかうえ ╃ぇくう-
かけゃうつ.

′ぇつぇかぬくうおけき ╀っさひいけゃしおけゅけ ╂¨╁╃ 
┿くぇすけかうえ ╃ぇくうかけゃうつ さぇぉけすぇか ゃ すっつっ-
くうっ ょっしはすう かっす, こっさっょぇゃぇは いくぇくうは う 
けこにす きけかけょけきせ こけおけかっくうの. 〈けかぬおけ ゃ 
1992-き ゅけょせ こけ かうつくけえ こさけしぬぉっ う しけ-
しすけはくうの いょけさけゃぬは けく ぉにか せゃけかっく し 
ねすけえ ょけかあくけしすう. ′け しさぇいせ うい きうかうちうう 
くっ せてひか: ょけ うのくは 2005-ゅけ ゅけょぇ ぉにか 
しすぇさてうき うくしこっおすけさけき こけ ぇくぇかういせ, こかぇ-
くうさけゃぇくうの う おけくすさけかの てすぇぉぇ ╂¨╁╃ ゃ 
╀っさひいけゃしおけき ╂¨╁╃. 

‶さうぉにか ゃ くぇて けおさせゅ ┿くぇすけかうえ ╃ぇくうかけ-
ゃうつ し ょけかあくけしすう いぇきっしすうすっかは くぇつぇかぬくうおぇ 
]っさけゃしおけゅけ [¨╁╃. ]さぇいせ こけしかっ けおけくつぇくうは 
ゃ 1969-き ゅけょせ ╄かぇぉせあしおけえ しこっちうぇかぬくけえ 
ておけかに きうかうちうう し けすかうつうっき けく ぉにか くぇ-
こさぇゃかっく すせょぇ くぇ ょけかあくけしすぬ けこっさせこけか-
くけきけつっくくけゅけ せゅけかけゃくけゅけ さけいにしおぇ, いぇすっき 
いぇくうきぇか ょけかあくけしすう しすぇさてっゅけ けこっさせこけか-
くけきけつっくくけゅけ, いぇきっしすうすっかは くぇつぇかぬくうおぇ 
せゅけかけゃくけゅけ さけいにしおぇ, くぇつぇかぬくうおぇ せゅけかけゃ-
くけゅけ さけいにしおぇ.

┿ くぇつぇかしは すさせょけゃけえ こせすぬ ぉせょせとっゅけ さぇ-
ぉけすくうおぇ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ し 
けぉせつっくうは ゃ さっきっしかっくくけき せつうかうとっ さけょくけゅけ 
ゅけさけょぇ ]っさけゃぇ. ¨く けおけくつうか っゅけ ゃ そっゃさぇかっ 
1958 ゅけょぇ こけ しこっちうぇかぬくけしすう すけおぇさぬ-せくう-
ゃっさしぇか, ぇ いぇすっき こけしすせこうか くぇ さぇぉけすせ ゃ おぇかう-
ぉさけゃけつくにえ ちった きっすぇかかせさゅうつっしおけゅけ いぇゃけょぇ 
うきっくう ┿.╉. ]っさけゃぇ (ゃ ゅけさけょっ ]っさけゃっ). ¨ょ-
くけゃさっきっくくけ いょっしぬ あっ こさうけぉさひか しこっちうぇかぬ-
くけしすう しかっしぇさは-かっおぇかぬとうおぇ, そさっいっさけゃとうおぇ,  
てかうそけゃぇかぬとうおぇ, ょけ こさういにゃぇ ゃ ぇさきうの うし-
こけかくはか けぉはいぇくくけしすう ぉさうゅぇょうさぇ.

‶けすけき し うのくは 1961 ゅけょぇ こけ けおすはぉさぬ 
1964 ぉにかぇ しかせあぉぇ ゃ ]けゃっすしおけえ ┿さきうう, 
おけすけさせの ┿.╃. ┿かっおしっっゃ こさけたけょうか ゃ ぇゃう-
ぇちうけくくにた ゃけえしおぇた, ゃ こけしひかおっ 【きうょす ╋ぇ-
ゅぇょぇくしおけえ けぉかぇしすう. ‶けしかっ ょっきけぉうかういぇちうう 

けく ゃっさくせかしは ゃ ]っさけゃ, しくけゃぇ こけしすせこうか ゃ 
おぇかうぉさけゃけつくにえ ちった. ╁ 1967-き ゅけょせ こけ こせ-
すひゃおっ ╁╊╉]╋ ┿くぇすけかうえ ╃ぇくうかけゃうつ ぉにか 
くぇこさぇゃかっく ゃ ておけかせ きうかうちうう, し おけすけさけえ う 
くぇつぇかしは っゅけ こせすぬ ゃ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにっ 
けさゅぇくに.

╆ぇ こっさうけょ しかせあぉに ゃ ╀っさひいけゃしおけき ╂¨╁╃ 
(くにくっ – ¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけ-
きせ けおさせゅせ) ┿. ╃. ┿かっおしっっゃせ ぉにかう こさう-
しゃけっくに いゃぇくうは こけょこけかおけゃくうおぇ, ぇ いぇすっき 
– こけかおけゃくうおぇ. 〈けゅょぇ あっ けく ぉにか くぇゅさぇあ-
ょひく くぇゅさせょくにき いくぇおけき «╆ぇしかせあっくくにえ 
さぇぉけすくうお ╋╁╃ ]]][». ′っけょくけおさぇすくけ こけ-
けとさはかしは させおけゃけょしすゃけき ]っさけゃしおけゅけ [¨╁╃ 
う ╀っさひいけゃしおけゅけ ╂¨╁╃, 〉╁╃ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう, ぇょきうくうしすさぇちうっえ ╀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, ういぉうさぇかしは ょっこせすぇすけき 
ゅけさけょしおけゅけ う さぇえけくくけゅけ ]けゃっすけゃ くぇさけょ-
くにた ょっこせすぇすけゃ.

╋っあょせ こさけつうき, こけはゃうかしは くぇ しゃっす ┿くぇ-
すけかうえ ╃ぇくうかけゃうつ 23 そっゃさぇかは 1941 ゅけょぇ, 
ゃ ╃っくぬ さけししうえしおけえ (ぇ さぇくっっ – しけゃっすしおけえ) 
ぇさきうう. ]うきゃけかうつくけ, くっ こさぇゃょぇ かう? 》けつっす-
しは ょけぉぇゃうすぬ, つすけ う ょぇすぇ さけあょっくうは ╂っさけは 
[けししうう ╁うおすけさぇ 』っつゃうは すぇおあっ 23 そっゃさぇ-
かは, すけかぬおけ 1960-ゅけ ゅけょぇ. ′ぇゃっさくけっ, ねすけ 
しせょぬぉぇ.

¨す しっぉは かうつくけ, させおけゃけょしすゃぇ ¨╁╃ こけ ╀っ-
さひいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ, こさっいうょうせ-
きぇ ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ う しっおちうう 
ゃっすっさぇくけゃ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ 
こけいょさぇゃかはの ┿くぇすけかうは ╃ぇくうかけゃうつぇ し のぉう-
かっっき, あっかぇの しうぉうさしおけゅけ いょけさけゃぬは, ょけかゅうた 
かっす あういくう, ぉけょさけしすう, けこすうきういきぇ!

]〈┿〈╇]〈╇╉┿ ╋╇╊╇『╇╇

╂¨╁¨[ぅ】╇╄ 『╇《[｠
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
] はくゃぇさは こけ ょっおぇぉさぬ 2010 ゅけょぇ ゃしっゅけ 

ゃ くぇてっき けおさせゅっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 1429 
こさっしすせこかっくうえ, いぇ ぇくぇかけゅうつくにえ こっさうけょ 
こさけてかけゅけ ゅけょぇ ぉにかけ しけゃっさてっくけ 1921 こさっ-
しすせこかっくうっ. [ぇしおさにすけ 743 こさっしすせこかっくうは, 
つすけ くぇ 52 こさっしすせこかっくうは きっくぬてっ つっき ゃ 
こさけてかけき ゅけょせ, けょくぇおけ ゃ けぉとっえ しかけあくけしすう 
こさけちっくす さぇしおさにゃぇっきけしすう せゃっかうつうかしは, すぇお 
おぇお ゃ ちっかけき せさけゃっくぬ こさっしすせこくけしすう しくう-
いうかしは. ‶さうけしすぇくけゃかっくけ 843 ょっかぇ, ┿‶‶╂ 
(ぇくぇかけゅうつくにえ こけおぇいぇすっかぬ こさけてかけゅけ ゅけょぇ) 
– こさうけしすぇくけゃかっくけ 1022 ょっかぇ. 

〈はあおうた う けしけぉけ すはあおうた こさっしすせこかっくうえ 
いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ ゃ 2010 ゅけょせ 358 (560 
こさっしすせこかっくうえ ゃ 2009 ゅけょせ), うい くうた さぇし-
しかっょけゃぇくけ 207 (206 – ゃ 2009 ゅけょせ), こさう-
けしすぇくけゃかっくけ 211 (320 こさっしすせこかっくうえ ゃ 
2009 ゅけょせ). ‶さっしすせこかっくうえ しさっょくっえ う くっ-
ぉけかぬてけえ すはあっしすう ぉにかけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 
1071 (1419 こさっしすせこかっくうえ ゃ 2009 ゅけょせ), うい 
くうた さぇししかっょけゃぇくけ 536 (613 こさっしすせこかっくうえ ゃ 
2009 ゅけょせ), こさうけしすぇくけゃかっくけ 632 (774 こさっ-
しすせこかっくうは ゃ 2009 ゅけょせ).

》うす-こぇさぇょ こけ ゃうょぇき こさっしすせこくけえ ょっはすっかぬ-
くけしすう ゃにゅかはょうす しかっょせのとうき けぉさぇいけき. ‶っさ-
ゃけっ きっしすけ いぇくうきぇのす おさぇあう, うた ゃ 2010 ゅけょせ 
いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 688 (┿‶‶╂ – 928 おさぇあ), 
うい くうた さぇししかっょけゃぇくけ 227 しかせつぇっゃ (┿‶‶╂ – 
232 おさぇあう), こさうけしすぇくけゃかっくけ 540 (┿‶‶╂ – 
666 おさぇあ). ╁ すけき つうしかっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 
120 おゃぇさすうさくにた おさぇあ (┿‶‶╂ – 192 おさぇあう), 
うい くうた さぇししかっょけゃぇくけ 40 しかせつぇっゃ (┿‶‶╂ – 50 
おさぇあ), こさうけしすぇくけゃかっくけ 100 (┿‶‶╂ – 145 
おさぇあ). 〈ぇおあっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 27 おさぇあ ぇゃ-
すけきけすけすさぇくしこけさすぇ (┿‶‶╂ – 18 おさぇあ), うい くうた 
さぇししかっょけゃぇくけ すさう しかせつぇは (┿‶‶╂ – けょくぇ おさぇ-
あぇ), こさうけしすぇくけゃかっくけ 21 (┿‶‶╂ – 18 おさぇあ).

′ぇ こけつひすくけき ゃすけさけき きっしすっ くぇさおけこさっ-
しすせこかっくうは, ゃ ねすけき ゅけょせ うた ぉにかけ 80 (┿‶‶╂ 
– 64 こさっしすせこかっくうは), うい くうた さぇししかっょけゃぇくけ 

65 しかせつぇっゃ (┿‶‶╂ – 34 こさっしすせこかっくうは), こさう-
けしすぇくけゃかっくけ 18 しかせつぇっゃ (┿‶‶╂ – こはすぬ こさっ-
しすせこかっくうえ).

〈さっすぬっ きっしすけ けしすぇゃうかう いぇ しけぉけえ ゅさぇぉっ-
あう, うた しかせつうかけしぬ ゃ 2010 ゅけょせ 70 (┿‶‶╂ 
– 130 ゅさぇぉっあっえ), うい くうた さぇししかっょけゃぇくけ 42 
しかせつぇは (┿‶‶╂ – 63 ゅさぇぉっあぇ), こさうけしすぇくけゃ-
かっくけ 34 しかせつぇは (┿‶‶╂ – 78 ゅさぇぉっあっえ).

〉ゅけくけゃ すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ ゃ ねすけき 
ゅけょせ 49 (┿‶‶╂ – 41 せゅけく), う こけねすけきせ けくう 
いぇくうきぇのす こけつひすくけっ つっすゃひさすけっ きっしすけ. ╇い 
けぉとっゅけ つうしかぇ せゅけくけゃ さぇししかっょけゃぇくけ 20 しかせ-
つぇっゃ (┿‶‶╂ – 19 せゅけくけゃ), こさうけしすぇくけゃかっくけ 
25 しかせつぇっゃ (┿‶‶╂ – 17 せゅけくけゃ). 

‶はすけっ きっしすけ いぇくうきぇのす さぇいぉけう しけ しかっ-
ょせのとうきう こけおぇいぇすっかはきう: 10 (┿‶‶╂ – 10 
さぇいぉけっゃ), うい くうた さぇししかっょけゃぇくけ 14 しかせつぇっゃ 
(┿‶‶╂ – 12 さぇいぉけっゃ), こさうけしすぇくけゃかっくけ くけかぬ 
しかせつぇっゃ (┿‶‶╂ – けょうく さぇいぉけえ).

′ぇ てっしすけき きっしすっ せぉうえしすゃぇ, おけすけさにた 
ゃ 2010 ゅけょせ ぉにかけ ょっゃはすぬ (┿‶‶╂ – 11 
せぉうえしすゃ), うい くうた さぇししかっょけゃぇくけ しっきぬ しかせ-
つぇっゃ (┿‶‶╂ – 12 せぉうえしすゃ), こさうけしすぇくけゃかっく 
けょうく しかせつぇえ (┿‶‶╂ – けょくけ せぉうえしすゃけ).

╇ いぇゃっさてぇっす くぇて たうす-こぇさぇょ くぇくっしっくうっ 
すはあおうた すっかっしくにた こけゃさっあょっくうえ, こけゃかっおてうた 
しきっさすぬ. ╁ ねすけき ゅけょせ うた ぉにかけ つっすにさっ (┿‶‶╂ 
– ゃけしっきぬ こさっしすせこかっくうえ), うい くうた さぇししかっょけ-
ゃぇくけ てっしすぬ しかせつぇっゃ (┿‶‶╂ – つっすにさっ こさっ-
しすせこかっくうは), こさうけしすぇくけゃかっく くけかぬ しかせつぇっゃ 
(┿‶‶╂ – けょくけ こさっしすせこかっくうっ).

′っしけゃっさてっくくけかっすくうっ うしこけさすうかう  ゃ けし-
くけゃくけき こけかけあうすっかぬくせの しすぇすうしすうおせ ¨╁╃ う 
しけゃっさてうかう ゃ 2010 ゅけょせ 66 こさっしすせこかっくうえ, 
つすけ くぇ 21 こさっしすせこかっくうっ ぉけかぬてっ こけおぇいぇすっ-
かは 2009 ゅけょぇ.

〈ぇおあっ いぇ こさけてかにえ ゅけょ さぇししかっょけゃぇくけ 32 
こさっしすせこかっくうは こさけてかにた かっす, いぇ ぇくぇかけゅうつ-
くにえ こっさうけょ 2009 ゅけょぇ さぇししかっょけゃぇくけ 39 
こさっしすせこかっくうえ. 

[╄╈╃

┲┵┶┲┴┲┪┱┲, ┳┩┼┩┹┲┨
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
┿ゃすけょけさけゅう けこぇしくに う すさせょくに くっ すけかぬおけ 

ょかは ぇゃすけきけぉうかうしすけゃ, くけ う ょかは こってったけょけゃ. 
‶ってったけょに しすさぇょぇのす けす くっさぇょうゃにた ゃけょうすっ-
かっえ くっこけしさっょしすゃっくくけ くぇ こってったけょくにた こっさっ-
たけょぇた う くぇ しゃっすけそけさぇた. ′け くっ すけかぬおけ う くっ 
しすけかぬおけ ゃけょうすっかう ゃうくけゃぇすに ゃけ ゃしった ぉっょぇた, 
くけ すぇおあっ しぇきう こってったけょに くっ しけゃしっき せきっのす 
ゃっしすう しっぉは くぇ こさけっいあっえ つぇしすう う つぇしすけ しけ-
ゃっさてぇのす くっけぉょせきぇくくにっ こけしすせこおう ちっくけの ゃ 
あういくぬ うかう いょけさけゃぬっ. 

〈ぇお, ゃ 2010 ゅけょせ ╃〈‶ こけ ゃうくっ こってったけょけゃ 
こさけういけてかう ょっゃはすぬ さぇい. ╁ くうた ぉにかう さぇくっくに 
こはすぬ つっかけゃっお, ぇ こけゅうぉかう てっしすぬ つっかけゃっお.

C 10 こけ 18 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ しうかぇきう しけ-
すさせょくうおけゃ ╀っさひいけゃしおけゅけ ╂╇╀╃╃ こさけゃけょうすしは 
こさけそうかぇおすうつっしおけっ きっさけこさうはすうっ «こってったけょ, 

こってったけょくにえ こっさったけょ». ¨しくけゃくにきう こさうつう-
くぇきう ╃〈‶ し せつぇしすうっき こってったけょけゃ はゃかはのすしは: 
こっさったけょ こさけっいあっえ つぇしすう ゃ くっせしすぇくけゃかっく-
くけき きっしすっ, ょゃうあっくうっ こけ こさけっいあっえ つぇしすう 
こさう くぇかうつうう すさけすせぇさけゃ う けぉけつうく. ¨しくけゃくぇは 
ょけかは ╃〈‶ こさけうしたけょうす ゃ せすさっくくっっ う ゃっつっさ-
くっっ ゃさっきは.

╁ こさけゃっょっくうう さっえょぇ いぇょっえしすゃけゃぇくに 
せつぇしすおけゃにっ, うくしこっおすけさに こけ ょっかぇき くっしけゃっさ-
てっくくけかっすくうた, けすょっか ゃくっゃっょけきしすゃっくくけえ けた-
さぇくに, ぇ すぇおあっ こぇすさせかぬくけ-こけしすけゃぇは しかせあぉぇ.

]けすさせょくうおう せょっかはのす こさうしすぇかぬくけっ ゃくう-
きぇくうっ こってったけょぇき, こさけゃけょはす し くうきう こさけ-
そうかぇおすうつっしおうっ ぉっしっょに, ぇ お いかけしすくにき 
くぇさせてうすっかはき こさうきっくはのすしは きっさに ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけゅけ ゃけいょっえしすゃうは.

┿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 し のぉうかっっき 

¨【╉〉╉¨╁┿ 
′うおけかぇは ╂さうゅけさぬっゃうつぇ, 

‶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!

′うおけかぇえ ╂さうゅけさぬっゃうつ けすくけしうすしは お さっょおけきせ 
すうこせ こけかうすうつっしおうた ょっはすっかっえ, つぬう うょっう さぇいゃうすうは すっさ-

さうすけさうう ぉにかう ぇおすせぇかぬくに くっ すけかぬおけ ゃ こっさうけょ 
っゅけ させおけゃけょしすゃぇ ゅけさけょけき. ‶けしかっょけゃぇすっかう ょけ くぇしすけはとっゅけ 

ゃさっきっくう ゃけこかけとぇのす うた ゃ あういくぬ. ]すさけうすっかぬしすゃけ 
ゃけょけゃけょけゃ, すっこかけきぇゅうしすさぇかっえ, きっょうちうくしおけゅけ ゅけさけょおぇ, 

ゃけいゃっょっくうっ くけゃにた あうかにた きうおさけさぇえけくけゃ,  
ゅぇいけこさけゃけょけゃ う おけすっかぬくにた – ゃしひ ねすけ ょかは けぉっしこっつっくうは 

おけきそけさすくけゅけ こさけあうゃぇくうは ぉっさっいけゃつぇく.
╉ぇお させおけゃけょうすっかは ′うおけかぇは ╂さうゅけさぬっゃうつぇ 

たぇさぇおすっさういせのす こさけそっししうけくぇかういき う こさうくちうこうぇかぬくけしすぬ, 
う ゃきっしすっ し すっき こさっょっかぬくぇは ゃくうきぇすっかぬくけしすぬ 

う すぇおすうつくけしすぬ ゃ けぉとっくうう し かのょぬきう. ぁすう おぇつっしすゃぇ 
しくうしおぇかう ′うおけかぇの ╂さうゅけさぬっゃうつせ せゃぇあっくうっ う ゅかせぉけおせの 
こさういくぇすっかぬくけしすぬ しけ しすけさけくに おけかかっゅ う あうすっかっえ ゅけさけょぇ.

′っ ゃ たぇさぇおすっさっ ′うおけかぇは ╂さうゅけさぬっゃうつぇ しすけはすぬ 
ゃ しすけさけくっ けす ゅけさけょしおうた いぇぉけす, う しっゅけょくは, 

くぇたけょはしぬ くぇ いぇしかせあっくくけき けすょにたっ, 
けく ぇおすうゃくけ さぇぉけすぇっす ゃ しけしすぇゃっ ¨ぉとっしすゃっくくけえ    

こぇかぇすに ╀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.
¨す ゃしっえ ょせてう あっかぇっき ′うおけかぇの ╂さうゅけさぬっゃうつせ 

おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは, けこすうきういきぇ, 
くっうししはおぇっきけえ ねくっさゅうう, ぉかぇゅけこけかせつうは 

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 さっぇかういぇちうう ゅけさけょしおうた うくうちうぇすうゃ.

«ÆÄ¨Ì ÍÀ ÍÀØÅÌ ÁÅÐÅÃÓ.RU» 
¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
╄ゅけ いぇゃっょせのとせの ╇さうくせ ╂っくくぇょぬっゃ-

くせ 〈っきかはおけゃせ こさうったぇかう こけいょさぇゃうすぬ 
すぇおあっ おけかかっゅう うい 『╀]:  そうかうぇか わ2  
ちっくすさぇかういけゃぇくくけえ しうしすっきに – しすぇ-
さっえてうえ, せあっ ゃ 1920 ゅけょせ ぉけさけょぇすにっ 
ぇさすっかぬとうおう う うた ょけさけょくにっ あひくせておう 
ぉさぇかう いょっしぬ くっ すけかぬおけ おくうゅう おかぇししう-
おけゃ, くけ う ゅぇいっすに う あせさくぇかに きけかけょけえ 
]けゃっすしおけえ さっしこせぉかうおう. ╉ぇお しけけぉとう-
かぇ くぇき たけいはえおぇ, しっゅけょくは そけくょ しけょっさ-
あうす 12 すにしはつ おくうゅ, くぇ こけかおぇた さぇい-

かけあっくぇ こっさうけょうおぇ, しけぉさぇくけ くっきぇかけ 
きぇすっさうぇかぇ こけ おさぇっゃっょっくうの, しかけゃけき, 
っしすぬ つっき せょうゃうすぬ 500 こけしすけはくくにた つう-
すぇすっかっえ, おけすけさにっ ゃ こさっあくっき いょぇくうう 
きけゅかう かうてぬ こけ けつっさっょう こさうしっしすぬ いぇ 
っょうくしすゃっくくにえ しすけか. ╉しすぇすう, ょっこせ-
すぇすに ╃せきに ╀╂¨, しけかうょくにき けすさはょけき 
こさうぉにゃてうっ くぇ けすおさにすうっ ょゃせた せつさっあ-
ょっくうえ, こけけぉっとぇかう こけょぇさうすぬ うき くっ 
すけかぬおけ つぇえくにっ しっさゃういに, くけ う  おくうゅう 
うい かうつくにた ぉうぉかうけすっお! 

′ぇさけょくにっ ういぉさぇくくうおう くぇ こさぇいょ-
くうおっ あういくう – くっ こさけしすけ ゅけしすう: しすけ-
うす ゃしこけきくうすぬ, しおけかぬおけ しうか, くっさゃけゃ 
けすくはかぇ せ くうた ゃけえくぇ いぇ こけゅうぉぇのとうえ 
けぉなっおす. ╅っかぇのとうた おせこうすぬ ょゃせたねすぇあ-
くけっ いょぇくうっ くぇ しすけかぬ ぉけえおけき きっしすっ 
ぉにかけ たけすぬ こさせょ こさせょう, くけ ょっこせすぇすに 
こけくうきぇかう: こさうょせす うくにっ ゃさっきっくぇ, う 
きせくうちうこぇかぬくけっ ょけぉさけ けぉはいぇすっかぬくけ 
こさうゅけょうすしは こけしひかおせ! 〈ぇお う ゃにてかけ, 
すっこっさぬ ゃ ぉにゃてっき しぇょうおっ, こさけこぇょぇゃ-
てっき ぉっい たけいはえしおけゅけ ゅかぇいぇ けす こけあぇさぇ 
う ゃけょに, ゃけししすぇくけゃかっくくけゅけ う けぉかぇゅけ-
さけあっくくけゅけ, あうすっかう ぉせょせす う かっつうすぬ-
しは, う けすょにたぇすぬ, う こさけしゃっとぇすぬしは.

╂けしすう しすぇかう さぇいなっいあぇすぬしは. ′. ‶. 
╀うすのおけゃぇ さってうかぇ っとひ こけぉにすぬ ゃ 
おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃけき ちっくすさっ: おせょぇ 
っえ すけさけこうすぬしは, けくぇ あっ ょけきぇ. ′ぇ-
しすさけっくうっ せかせつてうかけしぬ: くっ いさは こけすさぇ-
つっくに ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ ょっくぬゅう – ょかは 
かのょっえ.

– ╇ ゃしひ さぇゃくけ くせあっく ]すぇさけこにて-
きうくしおせ しぇょうお, – くっ けすしすせこぇっすしは けす 
しゃけっえ きにしかう-きっつすに ′うくぇ ‶っすさけゃくぇ. 
– ‶せしすぬ ゅけさけょ こさうしすさけうす っゅけ お ておけ-
かっ: ょっすうてっお さけあょぇっすしは ゃしひ ぉけかぬてっ, 
うき あうすぬ くぇ くぇてっえ いっきかっ.
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 [ぇしつひす こけしけぉうえ こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう う ゃ しゃはいう し きぇすっさうくしすゃけき さっゅかぇきっく-
すうさせっすしは 《っょっさぇかぬくにき いぇおけくけき けす 29.12.2006 N255-《╆ «¨ぉ けぉはいぇすっかぬくけき しけちうぇかぬくけき 
しすさぇたけゃぇくうう くぇ しかせつぇえ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう う ゃ しゃはいう し きぇすっさうくしすゃけき» (ゃ さっょ. 
《っょっさぇかぬくにた いぇおけくけゃ けす 09.02.2009 N13-《╆, けす 24.07.2009 N213-《╆, けす 28.09.2010 N243-
《╆, けす 08.12.2010 N343-《╆).

[ぇしつひす しさっょくっゅけ いぇさぇぉけすおぇ こさけういゃけょうすしは いぇ ょゃぇ おぇかっくょぇさくにた ゅけょぇ, こさっょてっしすゃせのとうた 
ゅけょせ くぇしすせこかっくうは くっすさせょけしこけしけぉくけしすう, こさう ねすけき ゃ いくぇきっくぇすっかっ さぇしつひすぇ すっこっさぬ くっ けすさぇぉけ-
すぇくくけっ ゃさっきは, ぇ そうおしうさけゃぇくくぇは しせききぇ – 730 ょくっえ (しす. 14 こ.1 255-《╆).

╀けかぬくうつくにっ こけ しけぉしすゃっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう ゃにこかぇつうゃぇのすしは すっこっさぬ いぇ こっさゃにっ すさう 
ょくは いぇ しつひす さぇぉけすけょぇすっかは ゃきっしすけ 2-た, おぇお ぉにかけ さぇくっっ (しす. 3 こ.2 こ.こ. 1 255-《╆).

]さっょくうえ いぇさぇぉけすけお さぇししつうすにゃぇっすしは くぇ ゃっしぬ おぇかっくょぇさくにえ ゅけょ う ゃ しかせつぇっ ういきっくっくうは うく-
そけさきぇちうう け くぇつうしかっくうはた こさっょにょせとうた 2-た かっす ゃしっ こけしけぉうは こっさっしつうすにゃぇのすしは し せつひすけき 
ゃにはゃかっくくにた ういきっくっくうえ. (しす. 14 こ.1 255-《╆). 

][┿╁′╄′╇╄ ‶¨]¨╀╇╈ 2010 ╇ 2011 ╂¨╃¨╁
2010 2011

╇しすけつくうお ゃにこかぇすに こけしけぉうは こけ しけぉしすゃっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう

‶けしけぉうっ いぇ こっさゃにっ 2 ょくは ゃさっきっくくけえ くっ-
すさせょけしこけしけぉくけしすう ゃにこかぇつうゃぇっすしは いぇ しつひす 
しさっょしすゃ しすさぇたけゃぇすっかは, ぇ いぇ けしすぇかぬくけえ 
こっさうけょ, くぇつうくぇは し 3-ゅけ ょくは ゃさっきっくくけえ くっ-
すさせょけしこけしけぉくけしすう, いぇ しつひす しさっょしすゃ 《]] [《.

‶けしけぉうっ いぇ こっさゃにっ 3 ょくは ゃさっきっくくけえ くっ-
すさせょけしこけしけぉくけしすう ゃにこかぇつうゃぇっすしは いぇ しつひす 
しさっょしすゃ しすさぇたけゃぇすっかは, ぇ いぇ けしすぇかぬくけえ こっさう-
けょ, くぇつうくぇは し 4-ゅけ ょくは ゃさっきっくくけえ くっすさせょけ-
しこけしけぉくけしすう, いぇ しつひす しさっょしすゃ 《]] [《 (しす. 3 
こ.2 こ.こ. 1 255-《╆).

╋っしすけ ゃにこかぇすに こけしけぉうは

‶けしけぉうは ゃにこかぇつうゃぇのすしは こけ ゃしっき きっしすぇき 
さぇぉけすに.

‶けしけぉうっ こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう 
う こけ ぉっさっきっくくけしすう う さけょぇき ゃにこかぇつうゃぇっすしは 
こけ けょくけきせ きっしすせ さぇぉけすに し せつひすけき いぇさぇぉけすおぇ 
せ ょさせゅうた さぇぉけすけょぇすっかっえ, かうぉけ こけ ゃしっき きっ-
しすぇき さぇぉけすに. ‶けしけぉうっ こけ せたけょせ いぇ さっぉひくおけき 
ゃにこかぇつうゃぇっすしは こけ けょくけきせ きっしすせ さぇぉけすに.

′ぇつうしかっくうは, こさうくうきぇっきにっ ゃ さぇしつっす

╁ さぇしつひす ゃおかのつぇのすしは ゃしっ ゃうょに ゃにこかぇす う 
うくにた ゃけいくぇゅさぇあょっくうえ ゃ こけかぬいせ さぇぉけすくうおぇ, 
おけすけさにっ ゃおかのつぇのすしは ゃ ぉぇいせ ょかは くぇつうし-
かっくうは しすさぇたけゃにた ゃいくけしけゃ ゃ 《]] [《, いぇ 
うしおかのつっくうっき くぇつうしかっくうえ, さぇししつうすぇくくにた 
うしたけょは うい しさっょくっゅけ いぇさぇぉけすおぇ いぇ こけしかっょ-
くうっ 12 きっしはちっゃ, こさっょてっしすゃせのとうた きっしはちせ 
くぇしすせこかっくうは くっすさせょけしこけしけぉくけしすう.

╁ しさっょくうえ いぇさぇぉけすけお, うしたけょは うい おけすけさけゅけ 
うしつうしかはのすしは こけしけぉうは, ゃおかのつぇのすしは ゃしっ 
ゃうょに ゃにこかぇす う うくにた ゃけいくぇゅさぇあょっくうえ ゃ 
こけかぬいせ いぇしすさぇたけゃぇくくけゅけ かうちぇ, くぇ おけすけさにっ 
くぇつうしかっくに しすさぇたけゃにっ ゃいくけしに ゃ 《]] いぇ ょゃぇ 
おぇかっくょぇさくにた ゅけょぇ, こさっょてっしすゃせのとうた ゅけょせ 
くぇしすせこかっくうは しすさぇたけゃけゅけ しかせつぇは, ゃ すけき つうしかっ 
いぇ ゃさっきは さぇぉけすに せ ょさせゅうた しすさぇたけゃぇすっかっえ 
(しす.14 こ. 1-2 255-《╆).

[ぇしつひす しさっょくっゅけ いぇさぇぉけすおぇ

]さっょくうえ ょくっゃくけえ いぇさぇぉけすけお ょかは うしつうしかっ-
くうは こけしけぉうえ こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉ-
くけしすう, けこさっょっかはっすしは こせすひき ょっかっくうは しせききに 
くぇつうしかっくくけゅけ いぇさぇぉけすおぇ いぇ こっさうけょ くぇ 
つうしかけ おぇかっくょぇさくにた ょくっえ, こさうたけょはとうたしは くぇ 
こっさうけょ, いぇ おけすけさにえ せつうすにゃぇっすしは いぇさぇぉけす-
くぇは こかぇすぇ.

]さっょくうえ ょくっゃくけえ いぇさぇぉけすけお ょかは うしつうしかっくうは 
こけしけぉうえ けこさっょっかはっすしは こせすひき ょっかっくうは しせき-
きに くぇつうしかっくうえ いぇ 2 ゅけょぇ し せつひすけき けゅさぇくう-
つっくうは ゃ 415000 いぇ おぇあょにえ ゅけょ くぇ 730 (しす.14 
こ. 3 255-《╆).

[ぇしつひす うい ╋[¨〈

¨こさっょっかはっすしは しさっょくうえ ょくっゃくけえ いぇさぇぉけすけお 
うしたけょは うい ╋[¨〈 いぇ おぇあょにえ きっしはち う せき-
くけあぇっすしは くぇ おけかうつっしすゃけ ょくっえ ぉけかっいくう ゃ 
おぇあょけき うい きっしはちっゃ. ‶けかせつっくくにっ いくぇつっくうは 
しせききうさせのすしは.

╄しかう いぇしすさぇたけゃぇくくけっ かうちけ くぇ きけきっくす くぇ-
しすせこかっくうは しすさぇたけゃけゅけ しかせつぇは さぇぉけすぇっす くぇ 
せしかけゃうはた くっこけかくけゅけ さぇぉけつっゅけ ゃさっきっくう 
(くっこけかくけえ さぇぉけつっえ くっょっかう, くっこけかくけゅけ さぇ-
ぉけつっゅけ ょくは), しさっょくうえ いぇさぇぉけすけお, うしたけょは うい 
おけすけさけゅけ うしつうしかはのすしは こけしけぉうは ゃ せおぇいぇくくにた 
しかせつぇはた, けこさっょっかはっすしは こさけこけさちうけくぇかぬくけ 
こさけょけかあうすっかぬくけしすう さぇぉけつっゅけ ゃさっきっくう いぇ-
しすさぇたけゃぇくくけゅけ かうちぇ. ]さっょくうえ ょくっゃくけえ いぇさぇ-
ぉけすけお けこさっょっかはっすしは おぇお ╋[¨〈*24/730.

╇]〈¨』′╇╉ ╁｠‶╊┿〈｠ ‶¨]¨╀╇ぅ ‶¨ ╁[╄╋╄′′¨╈ ′╄〈[〉╃¨]‶¨]¨╀′¨]〈╇

╇╆╋╄′╄′╇ぅ ╁ ¨‶╊┿〈╄ ╀¨╊を′╇』′｠》 ╊╇]〈¨╁
╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿

‶けしけぉうっ いぇ こっさゃにっ すさう ょくは ゃさっきっくくけえ 
くっすさせょけしこけしけぉくけしすう ゃにこかぇつうゃぇっすしは いぇ しつひす 
しさっょしすゃ しすさぇたけゃぇすっかは, ぇ いぇ けしすぇかぬくけえ こっさう-
けょ, くぇつうくぇは し 4-ゅけ ょくは ゃさっきっくくけえ くっすさせょけ-
しこけしけぉくけしすう いぇ しつひす しさっょしすゃ 《]] [《 (しす. 3 
こ.2 こ.こ. 1 255-《╆).

′ぇこけきくうき, つすけ ょけ 2011 いぇ しつひす さぇぉけすけょぇ-
すっかは けこかぇつうゃぇかうしぬ こっさゃにっ ょゃぇ ょくは ゃさっきっく-
くけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう. 

‶けしけぉうっ ゃにこかぇつうゃぇっすしは いぇ しつひす 《]] し 
こっさゃけゅけ ょくは ゃ しかせつぇはた: 

– くっけぉたけょうきけしすう けしせとっしすゃかっくうは せたけょぇ いぇ 
ぉけかぬくにき つかっくけき しっきぬう; 

– おぇさぇくすうくぇ いぇしすさぇたけゃぇくくけゅけ かうちぇ, ぇ すぇお-
あっ おぇさぇくすうくぇ さっぉひくおぇ ゃ ゃけいさぇしすっ ょけ 7 かっす, 
こけしっとぇのとっゅけ ょけておけかぬくけっ けぉさぇいけゃぇすっかぬ-
くけっ せつさっあょっくうっ, うかう ょさせゅけゅけ つかっくぇ しっきぬう, 
こさういくぇくくけゅけ ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょおっ くっ-
ょっっしこけしけぉくにき; 

– けしせとっしすゃかっくうは こさけすっいうさけゃぇくうは こけ きっ-
ょうちうくしおうき こけおぇいぇくうはき ゃ しすぇちうけくぇさくけき しこっ-
ちうぇかういうさけゃぇくくけき せつさっあょっくうう; 

– ょけかっつうゃぇくうは ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょ-
おっ ゃ しぇくぇすけさくけ-おせさけさすくにた せつさっあょっくうはた, 
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 [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう, くっこけしさっょしすゃっくくけ こけしかっ しすぇちうけ-
くぇさくけゅけ かっつっくうは. 

╁╊╇ぅ′╇╄ ]〈[┿》¨╁¨╂¨ ]〈┿╅┿ 
′┿ ]〉╋╋〉 ╀¨╊を′╇』′¨╂¨

]〈[┿》¨╁¨╈ ]〈┿╅ – しせききぇさくぇは こさけょけか-
あうすっかぬくけしすぬ ゃさっきっくう せこかぇすに しすさぇたけゃにた ゃいくけ-
しけゃ う (うかう) くぇかけゅけゃ. 

╁ いぇゃうしうきけしすう けす こさけょけかあうすっかぬくけしすう しすさぇ-
たけゃけゅけ しすぇあぇ こけしけぉうっ ゃにこかぇつうゃぇっすしは: 

– しすさぇたけゃけえ しすぇあ 8 かっす う ぉけかっっ – 100%; 
– しすさぇたけゃけえ しすぇあ けす 5 ょけ 8 かっす – 80%; 
– しすさぇたけゃけえ しすぇあ けす こけかせゅけょぇ ょけ 5 かっす – 60%; 

– しすさぇたけゃけえ しすぇあ きっくっっ こけかせゅけょぇ – こけしけぉうっ, 
ゃにこかぇつうゃぇっすしは ゃ さぇいきっさっ, くっ こさっゃにてぇのとっき 
╋[¨〈 いぇ こけかくにえ おぇかっくょぇさくにえ きっしはち. ╁ さぇえけ-
くぇた う きっしすくけしすはた, ゃ おけすけさにた ゃ せしすぇくけゃかっくくけき 
こけさはょおっ こさうきっくはのすしは さぇえけくくにっ おけねそそうちうっく-
すに お いぇさぇぉけすくけえ こかぇすっ, ゃ さぇいきっさっ, くっ こさっゃに-
てぇのとっき きうくうきぇかぬくけゅけ さぇいきっさぇ けこかぇすに すさせょぇ 
し せつひすけき ねすうた おけねそそうちうっくすけゃ. 

[┿]』╄〈 ╇ ¨‶╊┿〈┿ ╀¨╊を′╇』′¨╂¨ ╊╇-
]〈┿ [┿╀¨〈¨╃┿〈╄╊╄╋

‶けしけぉうっ こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう 
う ゃ しゃはいう し きぇすっさうくしすゃけき (ょっおさっす) ゃにこかぇつうゃぇ-
っすしは しけすさせょくうおぇき, さぇぉけすぇのとうき こけ すさせょけゃけきせ 
ょけゅけゃけさせ, ぇ すぇおあっ せゃけかっくくにき さぇぉけすくうおぇき, ゃ 
しかせつぇっ くぇしすせこかっくうは くっすさせょけしこけしけぉくけしすう ゃ すっ-
つっくうっ 30 おぇかっくょぇさくにた ょくっえ こけしかっ さぇしすけさあっ-
くうは すさせょけゃけゅけ ょけゅけゃけさぇ (ゃ ねすけき しかせつぇっ こけしけ-
ぉうっ ゃくっ いぇゃうしうきけしすう けす しすぇあぇ ゃにこかぇつうゃぇっすしは 
ゃ さぇいきっさっ 60%) (しす. 5 こ.2 255-《╆). [ぇくっっ (ょけ 
2011 ゅけょぇ) こけしけぉうっ ゃ しゃはいう し きぇすっさうくしすゃけき 
せゃけかっくくにき さぇぉけすくうおぇき くっ ゃにこかぇつうゃぇかけしぬ.

‶けしけぉうっ こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけ-
しすう くぇいくぇつぇっすしは, っしかう けぉさぇとっくうっ いぇ くうき こけ-
しかっょけゃぇかけ くっ こけいょくっっ てっしすう きっしはちっゃ しけ ょくは 
ゃけししすぇくけゃかっくうは すさせょけしこけしけぉくけしすう (しす.12 こ. 1 
255-《╆). 

╄しかう しけすさせょくうお さぇぉけすぇっす こけ けょくけきせ きっしすせ 
さぇぉけすに, さぇしつひす こけしけぉうえ うょひす こけ ねすけきせ きっしすせ し 
せつひすけき けぉかぇゅぇっきにた ゃいくけしぇきう ゃにこかぇす いぇ こさっょに-
ょせとうっ 2 ゅけょぇ こけ ゃしっき きっしすぇき さぇぉけすに し せしかけゃう-
っき, つすけ しせききぇ くぇつうしかっくうえ くっ きけあっす こさっゃにてぇすぬ 
きぇおしうきせき – 415 すにしはつ いぇ ゅけょ. 

╄しかう しけすさせょくうお くぇ きけきっくす くぇしすせこかっくうは しすさぇ-
たけゃけゅけ しかせつぇは さぇぉけすぇっす ゃ くっしおけかぬおうた きっしすぇた う 
ゃ ょゃせた こさっょてっしすゃせのとうた おぇかっくょぇさくにた ゅけょぇた 
(2009-2010) さぇぉけすぇか すぇき あっ, こけしけぉうは こけ ゃさっ-
きっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう, こけ ぉっさっきっくくけしすう 

う さけょぇき ゃにこかぇつうゃぇのすしは こけ ゃしっき きっしすぇき さぇぉけ-
すに. ╄あっきっしはつくけっ こけしけぉうっ こけ せたけょせ いぇ さっぉひく-
おけき ゃにこかぇつうゃぇっすしは こけ けょくけきせ きっしすせ さぇぉけすに 
こけ ゃにぉけさせ しけすさせょくうおぇ う うしつうしかはっすしは うしたけょは うい 
しさっょくっゅけ いぇさぇぉけすおぇ せ しすさぇたけゃぇすっかは, ゃにこかぇつう-
ゃぇのとっゅけ こけしけぉうっ (しす.13 こ. 2 255-《╆).

╄しかう しけすさせょくうお くぇ きけきっくす くぇしすせこかっくうは しすさぇ-
たけゃけゅけ しかせつぇは さぇぉけすぇっす せ くっしおけかぬおうた しすさぇたけゃぇ-
すっかっえ, ぇ ゃ ょゃせた こさっょてっしすゃせのとうた おぇかっくょぇさくにた 
ゅけょぇた さぇぉけすぇか せ ょさせゅうた しすさぇたけゃぇすっかっえ, ゃしっ 
こけしけぉうは くぇいくぇつぇのすしは う ゃにこかぇつうゃぇのすしは っきせ 
しすさぇたけゃぇすっかっき こけ けょくけきせ うい こけしかっょくうた きっしす 
さぇぉけすに こけ ゃにぉけさせ いぇしすさぇたけゃぇくくけゅけ かうちぇ (しす.13 
こ. 2.1 255-《╆).

╄しかう しけすさせょくうお くぇ きけきっくす くぇしすせこかっくうは 
しすさぇたけゃけゅけ しかせつぇは さぇぉけすぇっす せ くっしおけかぬおうた 
しすさぇたけゃぇすっかっえ, ぇ ゃ ょゃせた こさっょてっしすゃせのとうた 
おぇかっくょぇさくにた ゅけょぇた さぇぉけすぇか おぇお せ ねすうた, すぇお 
う せ ょさせゅうた しすさぇたけゃぇすっかっえ, こけしけぉうは こけ ゃさっ-
きっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう, こけ ぉっさっきっく-
くけしすう う さけょぇき きけゅせす ぉにすぬ ゃにこかぇつっくに おぇお 
こけ けょくけきせ きっしすせ さぇぉけすに, うしたけょは うい しさっょくっ-
ゅけ いぇさぇぉけすおぇ こけ ゃしっき しすさぇたけゃぇすっかはき, すぇお 
う せ ゃしった すっおせとうた しすさぇたけゃぇすっかっえ, うしたけょは 
うい しさっょくっゅけ いぇさぇぉけすおぇ くぇ すっおせとっき きっしすっ 
(しす.12 こ. 2.2 255-《╆).

‶[╇╋╄[: 
]けすさせょくうお さぇぉけすぇっす ゃ ¨¨¨ «[せぉうく» こけ けし-

くけゃくけきせ きっしすせ さぇぉけすに う ゃ ¨¨¨ «╊うちっえ» こけ 
しけゃきっしすうすっかぬしすゃせ し はくゃぇさは 2009 ゅけょぇ. ]けけす-
ゃっすしすゃっくくけ ぉけかぬくうつくにえ っきせ ぉせょっす さぇししつうすぇく 
けすょっかぬくけ ゃ ¨¨¨ «[せぉうく» う けすょっかぬくけ ゃ ¨¨¨ 
«╊うちっえ».

]けすさせょくうお さぇぉけすぇっす ゃ ¨¨¨ «[せぉうく» こけ けし-
くけゃくけきせ きっしすせ さぇぉけすに う ゃ ¨¨¨ «╊うちっえ» こけ 
しけゃきっしすうすっかぬしすゃせ し はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ. ]けけす-
ゃっすしすゃっくくけ ぉけかぬくうつくにえ っきせ ぉせょっす さぇししつうすぇく 
ゃ ¨¨¨ «[せぉうく» ╇╊╇ ゃ ¨¨¨ «╊うちっえ» こけ っゅけ 
ゃにぉけさせ うしたけょは うい しこさぇゃけお, こさっょけしすぇゃかっくくにた し 
こさっょにょせとうた きっしす さぇぉけすに. 

]けすさせょくうお さぇぉけすぇっす ゃ ¨¨¨ «[せぉうく» こけ けし-
くけゃくけきせ きっしすせ さぇぉけすに し 2009 ゅけょぇ う ゃ ¨¨¨ 
«╊うちっえ» し 2011, こけきうきけ ねすけゅけ ゃ 2009 ゅけょせ けく 
さぇぉけすぇか う ゃ ょさせゅうた けさゅぇくういぇちうはた.  ╀けかぬくうつくにえ 
っきせ ぉせょっす さぇししつうすぇく ゃ ¨¨¨ «[せぉうく» ╇╊╇ ゃ 
¨¨¨ «╊うちっえ» こけ っゅけ ゃにぉけさせ うしたけょは うい しこさぇ-
ゃけお, こさっょけしすぇゃかっくくにた し こさっょにょせとうた きっしす さぇ-
ぉけすに. 

]けすさせょくうお さぇぉけすぇっす ゃ ¨¨¨ «[せぉうく» こけ けし-
くけゃくけきせ きっしすせ さぇぉけすに う ゃ ¨¨¨ «╊うちっえ» こけ 
しけゃきっしすうすっかぬしすゃせ し 2009, こけきうきけ ねすけゅけ ゃ 2009 
ゅけょせ けく さぇぉけすぇか う ゃ ょさせゅうた けさゅぇくういぇちうはた. 
╀けかぬくうつくにえ きけあっす ぉにすぬ う ゃ ¨¨¨ «[せぉうく», う 
ゃ ¨¨¨ «╊うちっえ», くけ うしたけょは うい しさっょくっゅけ いぇさぇ-
ぉけすおぇ ゃ ねすうた けさゅぇくういぇちうはた, ╊╇╀¨ ぉけかぬくうつくにえ 
きけあっす ぉにすぬ さぇししつうすぇく ゃ けょくけき きっしすっ, うしたけょは 
うい しさっょくっゅけ いぇさぇぉけすおぇ こけ ゃしっき けさゅぇくういぇちうはき, 
ゅょっ しけすさせょくうお こけかせつぇか ょけたけょに. 

][╄╃′╇╈ ╆┿[┿╀¨〈¨╉ 
╃╊ぅ [┿]』┱〈┿ ‶¨]¨╀╇╈

‶けしけぉうは こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉ-
くけしすう, こけ ぉっさっきっくくけしすう う さけょぇき, っあっ-
きっしはつくけっ こけしけぉうっ こけ せたけょせ いぇ さっぉひくおけき 
うしつうしかはのすしは うしたけょは うい しさっょくっゅけ いぇさぇ-
ぉけすおぇ いぇしすさぇたけゃぇくくけゅけ かうちぇ, さぇししつうすぇく-
くけゅけ いぇ ょゃぇ おぇかっくょぇさくにた ゅけょぇ, こさっょてっ-
しすゃせのとうた ゅけょせ くぇしすせこかっくうは ゃさっきっくくけえ 
くっすさせょけしこけしけぉくけしすう, けすこせしおぇ こけ ぉっさっ-
きっくくけしすう う さけょぇき, けすこせしおぇ こけ せたけょせ いぇ さっ-
ぉひくおけき, ゃ すけき つうしかっ いぇ ゃさっきは さぇぉけすに せ 
ょさせゅうた しすさぇたけゃぇすっかっえ (しす.14 こ. 1 255-《╆). 
      ╁ しさっょくうえ いぇさぇぉけすけお, うしたけょは うい おけすけさけゅけ 
うしつうしかはのすしは こけしけぉうは, ゃおかのつぇのすしは ゃしっ ゃうょに 
ゃにこかぇす う うくにた ゃけいくぇゅさぇあょっくうえ ゃ こけかぬいせ いぇ-
しすさぇたけゃぇくくけゅけ かうちぇ, くぇ おけすけさにっ くぇつうしかっくに 
しすさぇたけゃにっ ゃいくけしに ゃ 《]] (しす.14 こ. 2 255-《╆).

]さっょくうえ ょくっゃくけえ いぇさぇぉけすけお ょかは うしつうしかっくうは 
こけしけぉうえ けこさっょっかはっすしは こせすひき ょっかっくうは しせききに 
くぇつうしかっくくけゅけ いぇさぇぉけすおぇ くぇ 730 (しす.14 こ. 3 
255-《╆).

‶けしけぉうっ こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう, 
こけ ぉっさっきっくくけしすう う さけょぇき う こけ せたけょせ いぇ さっぉひく-
おけき くっ きけあっす ぉにすぬ きっくぬてっ ╋[¨〈 いぇ おぇかっくょぇさ-
くにえ きっしはち (しす.14 こ.1.1 255-《╆). 

╋┿╉]╇╋┿╊を′｠╈ [┿╆╋╄[ ‶¨]¨╀╇ぅ ‶¨ 
╁[╄╋╄′′¨╈ ′╄〈[〉╃¨]‶¨]¨╀′¨]〈╇
]さっょくうえ いぇさぇぉけすけお せつうすにゃぇっすしは ゃ しせききっ, くっ 

こさっゃにてぇのとっえ こさっょっかぬくせの ゃっかうつうくせ ぉぇいに ょかは 
くぇつうしかっくうは しすさぇたけゃにた ゃいくけしけゃ ゃ 《]] (しす.14 こ. 
3.1 255-《╆).   ╁ しかせつぇっ っしかう ぉけかぬくうつくにえ うかう 
こけしけぉうっ こけ ぉっさっきっくくけしすう う さけょぇき しけすさせょくうおせ 
ゃにこかぇつうゃぇっすしは くっしおけかぬおうきう しすさぇたけゃぇすっかはきう, 
しさっょくうえ いぇさぇぉけすけお, うしたけょは うい おけすけさけゅけ うし-
つうしかはのすしは せおぇいぇくくにっ こけしけぉうは, せつうすにゃぇっすしは いぇ 
おぇあょにえ おぇかっくょぇさくにえ ゅけょ ゃ しせききっ, くっ こさっゃに-
てぇのとっえ せおぇいぇくくせの こさっょっかぬくせの ゃっかうつうくせ, こさう 
うしつうしかっくうう ょぇくくにた こけしけぉうえ おぇあょにき うい ねすうた 
しすさぇたけゃぇすっかっえ (しす.14 こ. 3.1 255-《╆). 

┿╊╂¨[╇〈╋ [┿]』┱〈┿ ‶¨]¨╀╇ぅ ╇]》¨╃ぅ ╇╆ 
][╄╃′╄╂¨ ╆┿[┿╀¨〈╉┿: 

╆ぇ おぇあょにえ ゅけょ (2009 う 2010) こけょしつうすにゃぇっき 
しせききせ くぇつうしかっくうえ, けぉかぇゅぇっきにた ゃいくけしぇきう ゃ 《]]. 

¨すょっかぬくけ おぇあょせの うい しせきき しさぇゃくうゃぇっき し 
415000, う ぉっさひき ゃ さぇしつひす しせききに, くっ こさっゃにてぇ-
のとうっ 415000. 

]せききうさせっき こけかせつっくくにっ ょぇくくにっ う ょっかうき くぇ 
730 う せきくけあぇっき くぇ おけねそそうちうっくす ゃ いぇゃうしうきけしすう 
けす しすぇあぇ. 

¨こさっょっかはっすしは しせききぇ お ゃにこかぇすっ こせすひき せきくけ-
あっくうは しさっょくっょくっゃくけゅけ いぇさぇぉけすおぇ くぇ おけかうつっしすゃけ 
おぇかっくょぇさくにた ょくっえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう. 

]さぇゃくうゃぇっき し しせききけえ こけしけぉうは, さぇししつうすぇくくけえ 
うしたけょは うい ╋[¨〈, う ぉっさひき きぇおしうきぇかぬくせの. 

┿╊╂¨[╇〈╋ [┿]』┱〈┿ ‶¨]¨╀╇ぅ 
╇]》¨╃ぅ ╇╆ ╋[¨〈: 

╁ しかせつぇっ, っしかう いぇしすさぇたけゃぇくくけっ かうちけ ゃ 
さぇしつひすくけき 2-かっすくっき こっさうけょっ くっ うきっかけ いぇ-
さぇぉけすおぇ, ぇ すぇおあっ ゃ しかせつぇっ, っしかう しさっょくうえ 
いぇさぇぉけすけお, さぇししつうすぇくくにえ いぇ ねすう こっさうけょに, ゃ 
さぇしつひすっ いぇ こけかくにえ おぇかっくょぇさくにえ きっしはち くうあっ 
きうくうきぇかぬくけゅけ さぇいきっさぇ けこかぇすに すさせょぇ, せしすぇ-
くけゃかっくくけゅけ そっょっさぇかぬくにき いぇおけくけき くぇ ょっくぬ 
くぇしすせこかっくうは しすさぇたけゃけゅけ しかせつぇは, しさっょくうえ いぇ-
さぇぉけすけお, うしたけょは うい おけすけさけゅけ うしつうしかはのすしは こけ-
しけぉうは こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう, こけ 
ぉっさっきっくくけしすう う さけょぇき, っあっきっしはつくけっ こけしけぉうっ 
こけ せたけょせ いぇ さっぉひくおけき, こさうくうきぇっすしは さぇゃくにき 
きうくうきぇかぬくけきせ さぇいきっさせ けこかぇすに すさせょぇ, せしすぇ-
くけゃかっくくけきせ そっょっさぇかぬくにき いぇおけくけき くぇ ょっくぬ 
くぇしすせこかっくうは しすさぇたけゃけゅけ しかせつぇは. ╄しかう いぇしすさぇ-
たけゃぇくくけっ かうちけ くぇ きけきっくす くぇしすせこかっくうは しすさぇ-
たけゃけゅけ しかせつぇは さぇぉけすぇっす くぇ せしかけゃうはた くっこけか-
くけゅけ さぇぉけつっゅけ ゃさっきっくう (くっこけかくけえ さぇぉけつっえ 
くっょっかう, くっこけかくけゅけ さぇぉけつっゅけ ょくは), しさっょくうえ 
いぇさぇぉけすけお, うしたけょは うい おけすけさけゅけ うしつうしかはのすしは 
こけしけぉうは ゃ せおぇいぇくくにた しかせつぇはた, けこさっょっかはっすしは 
こさけこけさちうけくぇかぬくけ こさけょけかあうすっかぬくけしすう さぇ-
ぉけつっゅけ ゃさっきっくう いぇしすさぇたけゃぇくくけゅけ かうちぇ. ╄しかう 
いぇしすさぇたけゃぇくくけっ かうちけ うきっっす しすさぇたけゃけえ しすぇあ 
きっくっっ 6 きっしはちっゃ うかう こさう くぇかうつうう けょくけゅけ 
うかう くっしおけかぬおうた けしくけゃぇくうえ ょかは しくうあっくうは 
こけしけぉうは こけ ゃさっきっくくけえ くっすさせょけしこけしけぉくけしすう, 
こけしけぉうっ ゃにこかぇつうゃぇっすしは いぇしすさぇたけゃぇくくけきせ 
かうちせ ゃ さぇいきっさっ, くっ こさっゃにてぇのとっき いぇ こけかくにえ 
おぇかっくょぇさくにえ きっしはち きうくうきぇかぬくけゅけ さぇいきっさぇ 
けこかぇすに すさせょぇ, せしすぇくけゃかっくくけゅけ そっょっさぇかぬくにき 
いぇおけくけき, ぇ ゃ さぇえけくぇた う きっしすくけしすはた, ゃ おけすけさにた 
ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょおっ こさうきっくはのすしは さぇえ-
けくくにっ おけねそそうちうっくすに お いぇさぇぉけすくけえ こかぇすっ, 
– ゃ さぇいきっさっ, くっ こさっゃにてぇのとっき きうくうきぇかぬくにえ 
さぇいきっさ けこかぇすに すさせょぇ し せつひすけき ねすうた おけねそそう-
ちうっくすけゃ. 

¨こさっょっかはっすしは しさっょくうえ ょくっゃくけえ いぇさぇぉけすけお 
うい ╋[¨〈. ╃かは ねすけゅけ ╋[¨〈*24/730. ╁ くぇしすけはとっっ 
ゃさっきは こけかせつぇっき しせききせ: 4330*24/730=142,36. 

‶さうきっくはっき [╉, っしかう ねすけ くっけぉたけょうきけ, かうぉけ 
おけねそそうちうっくす, っしかう さぇぉけすぇ くぇ せしかけゃうはた くっこけか-
くけゅけ ょくは. 

¨こさっょっかはっき しせききせ お ゃにょぇつっ こせすひき せきくけあっ-
くうは おけかうつっしすゃぇ おぇかっくょぇさくにた ょくっえ ぉけかっいくう くぇ 
しさっょくうえ ょくっゃくけえ いぇさぇぉけすけお. 

¨‶╊┿〈┿ ‶╄[╄》¨╃ぅ】╄╂¨
 ╀¨╊を′╇』′¨╂¨ ╊╇]〈┿ 

‶け しすさぇたけゃにき しかせつぇはき, くぇしすせこうゃてうき ょけ 
2011, ぉけかぬくうつくにっ かうしすに, こけしけぉうは こけ ぉっさっきっく-
くけしすう う さけょぇき, っあっきっしはつくけっ こけしけぉうっ こけ せたけょせ 
いぇ さっぉひくおけき うしつうしかはのすしは こけ くけゃにき くけさきぇき 
いぇ こっさうけょ し 1 はくゃぇさは 2011, っしかう さぇいきっさ しけけす-
ゃっすしすゃせのとっゅけ こけしけぉうは, うしつうしかっくくにえ ゃ しけけす-
ゃっすしすゃうう し ういきっくっくうはきう 2011 ゅけょぇ, こさっゃにてぇっす 
さぇいきっさ しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ こけしけぉうは, さぇししつうすぇく-
くけゅけ こけ くけさきぇき 2010 ゅけょぇ. 

╁┿╅′¨!   ╁ ぉかうあぇえてうっ くっょっかう ゃかぇしすう こけょ-
ゅけすけゃはす くけゃにっ こけこさぇゃおう ゃ いぇおけく け しけちうぇかぬくけき 
しすさぇたけゃぇくうう.

¨ぉ ねすけき いぇはゃうか こけきけとくうお こさっいうょっくすぇ ┿さおぇ-
ょうえ ╃ゃけさおけゃうつ.

′ぇこけきくうき, し 1 はくゃぇさは こけさはょけお ょっおさっすくにた ゃに-
こかぇす ぉにか ういきっくひく: ゃかぇしすう さってうかう, つすけ こさう さぇし-
つひすっ こけしけぉうは ょけかあくぇ せつうすにゃぇすぬしは いぇさこかぇすぇ いぇ 
ょゃぇ ゅけょぇ, ぇ くっ いぇ けょうく, おぇお こさっあょっ. ぁすけ きけゅかけ 
こさうゃっしすう お しけおさぇとっくうの こけしけぉうえ, ゃっょぬ いぇ すぇおけえ 
しさけお あっくとうくぇ きけゅかぇ くっしおけかぬおけ さぇい きっくはすぬ きっしすけ 
さぇぉけすに うかう ゃけけぉとっ くっ さぇぉけすぇすぬ. 〉 いょぇくうは ╋うくね-
おけくけきさぇいゃうすうは こさけてひか こうおっす ぉせょせとうた きぇき.

〈けゅょぇ つうくけゃくうおう さってうかう 2011 ゅけょ しょっかぇすぬ 
こっさったけょくにき: ゃ すっつっくうっ ねすけゅけ ゅけょぇ さぇぉけすくうちぇ 
しぇきぇ ゃこさぇゃっ ゃにぉさぇすぬ, こけ おぇおけえ したっきっ っえ くぇつうし-
かはす こけしけぉうっ – し せつひすけき いぇさこかぇすに いぇ ゅけょ うかう いぇ 
ょゃぇ. ′け う ねすけす ゃぇさうぇくす くっ せしすさけうか あっくとうく-ぇおすう-
ゃうしすけお, けくう しくけゃぇ ゃにてかう くぇ こうおっす.

– ╋に ょけゅけゃけさうかうしぬ, つすけぉに くっ ょけこせしおぇすぬ 
くけゃにた けてうぉけお, ゃいはすぬ くっしおけかぬおけ くっょっかぬ くぇ 
すけ, つすけぉに こけさぇぉけすぇすぬ くぇょ こけこさぇゃおぇきう, – いぇ-
はゃうか  こけきけとくうお こさっいうょっくすぇ ┿さおぇょうえ ╃ゃけさ-
おけゃうつ. – 』すけぉに くっ ぉにかけ ょうしおさうきうくぇちうう ゃ 
いぇゃうしうきけしすう けす すけゅけ, おぇおぇは ょうくぇきうおぇ いぇさぇ-
ぉけすくけえ こかぇすに せ つっかけゃっおぇ, おけゅょぇ けく こけかせつぇっす 
きっくぬてっ, おけゅょぇ ぉけかぬてっ, おぇおけえ おけくおさっすくにえ 
しさけお さぇぉけすに. ╉けくっつくけ, っしかう ねすけ くっ すっ いかけ-
せこけすさっぉかっくうは, け おけすけさにた きくけゅうっ ゅけゃけさうかう, 
おけゅょぇ つっかけゃっお しこっちうぇかぬくけ せしすさぇうゃぇっすしは くぇ 
けょくせ くっょっかの こけさぇぉけすぇすぬ, つすけぉに こけかせつうすぬ 
ぉけかぬてせの ゃにこかぇすせ.
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╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 13.00 «7 ╃′╄╈» 

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

09.00 «╄[╋¨╊¨╁｠». 〈/]

10.40 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  

11.00, 02.45 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

11.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)  

12.00, 03.10 «╋╄╊¨╃╇╇ ╃〉【╇». ‶¨╄〈 [〉]〈╄╋ ┿]┿╄╁  

14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿  

14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»  

14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

14.45, 01.20 «〈┿╋』｠-【¨〉». 〈╄╊╄╁╇╉〈¨[╇′┿ ╃╊ぅ 

【╉¨╊を′╇╉¨╁ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄) 

15.15  ╆. 》┿╉╇╋. «╃¨╅╃を, ¨‶ぅ〈を ╃¨╅╃を…»  ]‶╄╉-

〈┿╉╊を, 1-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

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

19.00, 00.30 «╁ ‶¨╇]╉┿》 ¨]を╋╇′¨╂┿». ╃/《

20.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»

22.00 «〈┿╈′｠╈ ╆′┿╉». 〈/]

00.00 «』〉╃┿╉╇». 〈/《: «╊ぃ╀¨╁を ‶[¨′╆╇〈╄╊を′╄╄ 

]╁╇]〈┿» ╇ «╋〉》┿ ╇╋╄′╇′′╇『┿»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «╅╃╇ ╋╄′ぅ»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ ╉┿‶╉┿′»
22.30 ]‶╄『[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄. 

«[┿╆╀¨[ ‶¨╊╄〈¨╁»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 ‶[╄╋を╄[┿. «]╊╄╃]〈╁╇╄ 

‶¨ 〈╄╊〉»
00.40 》/《 «‶╄╁╄『»
02.50 》/《 «〉╀╇╈]〈╁¨ 【╉¨╊を-

′¨╂¨ ‶[╄╆╇╃╄′〈┿»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «〈┿╈′┿ ╄╂╇‶╄〈]╉╇》 

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

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

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

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁』╄[┿ ╆┿╉¨′』╇╊┿]を 

╁¨╈′┿»
23.45 ╂¨[¨╃¨╉
00.45 ╁╄]〈╇+
01.05 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
01.45 》/《 «╃¨′ ]╄╆┿[ ╃╄ ╀┿-

╆┿′»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

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

【╄]〈╁╇╄. ¨╀╆¨[» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.30 〈/] «』┿] ╁¨╊╉¨╁┿»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

《¨′┿[╄╈»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «‶¨╂¨′ぅ ╆┿ 〈╄′をぃ»
21.30 〈/] «╆╁╄[¨╀¨╈»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
2 3 . 3 5  « 』 ╄ ] 〈 ′ ｠ ╈  ‶ ¨ ′ ╄ -

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

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «╃｠╋ ¨〈╄』╄]〈╁┿»
12.20 ‶[¨╁╇′『╇┿╊を′｠╄ ╋〉╆╄╇
12.50, 18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
14.05 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を «╋╄╂[ぁ 

╇ ]〈┿[┿ぅ ╃┿╋┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 «‶¨╋╄]〈を╄ ]〉[╇╉┿〈»
17.05 ╉〉╋╇[｠
17.30 ╋〉╆｠╉┿ ╉╇′¨
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20 . 05  ]┿〈╇ .  ′╄]╉〉』′┿ぅ 

╉╊┿]]╇╉┿...
20.45 ACADEMIA
21.30 ¨]〈[¨╁┿
22.15 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.00 〈╄, ] ╉¨〈¨[｠╋╇ ぅ...
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]] ╄╁╂╄′╇ぅ 

╋╇[¨′¨╁┿
00.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
01.40 ACADEMIA
02.30 [.【〉╋┿′. «]╇╋《¨′╇』╄-

]╉╇╄ ぁ〈ぃ╃｠»

7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
10.30 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
11.00, 14.00, 02.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.20 «]〈[┿′┿.RU»
12.40 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
13.10, 02.25 «′┿〉╉┿ 2.0»
13.40, 00.00, 03.30 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿»
15.05 ╀¨╀]╊╄╈ ╇ ]╉╄╊╄〈¨′
16.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
16.45 》/《 «‶[¨╉╊ぅ〈｠╈ ]╄╆¨′»
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
20.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.20 «10 +»
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.05 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
21.40 》/《 «╃╄′を╂╇ ′┿ ╃╁¨╇》»
00.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
01.10 TOP GEAR
02.55, 03.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «╇╆ ╅╇╆′╇ ′┿-

』┿╊を′╇╉┿ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ 
[¨╆｠]╉┿»

10.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.10, 15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 «╉〉╊を〈〉[′｠╈ ¨╀╋╄′»
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.35 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.40 «╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇»
19.05 〈/] «《¨[╋〉╊┿ ]〈╇》╇╇»
19.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.30, 23.35 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «′╄ ╆┿╀｠╁┿╈!»
22.45 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.05 «╂¨╁¨[ぅ】┿ぅ ̈ ╀╄╆をぅ′┿». 

╉¨╋╄╃╇ぅ
01.40 «‶┿[┿╃╇╆». ╀¨╄╁╇╉
03.35 》/《 «┿╊╋┿╆｠ 【┿》┿»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.40 》/《 «[¨╉-′-[¨╊を】╇╉»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╄]╊╇ ]╁╄╉[¨╁を - 

╋¨′]〈[...»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.55 》/《 «╉[〉〈¨╈ ╃╅¨»
04.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

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

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╁｠╉〉‶»
02.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.40 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.10, 23.00 «ぁ╉]〈[╄′-

′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
13.55 》/《 «╉¨′]〈┿′〈╇′»
17.00 «』╄]〈′¨»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╀¨╄『»
22.00 «[╄┿╊を′¨]〈を»
00.00 》/《 «]〈¨╊╉′¨╁╄′╇╄ 

] ╉¨╋╄〈¨╈»
02.00 «╋¨【╄′′╇╉╇»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 «‶[¨╁╄[╄′¨ ′┿ ]╄╀╄»

6.00 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 
]〈¨〉′»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.30 ╋/] «〈¨╋ ╇ ╃╅╄[[╇»
13.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋/] «]╄╋をぅ ‶¨』╄╋〉』╄╉»
14 . 00  ╋ /《  «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ 

╀[┿〈╁┿»
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «╁¨╈′┿ ╋╇[¨╁»
23.10 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-

╋╄′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.30 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
03.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»

5.15 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇ ′╄╃╄╊╇»
6.20, 18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
9.30 «DE FACTO»
10.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «〈[〉╃¨╁｠╄ ¨〈′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀[¨′╄‶¨╄╆╃», 1 ]╄[╇ぅ
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ

• Набор кассет видеофильмов. 

Дешево. 4-79-64, 8-953-60-80-521.

Р Е К Л А М А

• Радиоприемник «Ригонда» 

в рабочем состоянии, стол пись-

менный (стекло). Двери в хор.

состоянии. Пиломатериал (брус). 

8-953-38-04-803.

Р Е К Л А М А

• Пианино «Элегия», цвет чер-

ный. Цена 2500 руб., самовывоз. 

8-950-63-24-032.

РЕКЛАМАА

• Плащ-палатка (рыбацкая), 

без капюшона. Цена 500 руб. 

4-51-78.

РЕКЛАМАА

• Полусапожки весенние, 37 

размер, цвет черный, остроно-

сые, высокий каблук. Состояние 

отличное. Недорого. 4-51-78.

РЕКЛАМАА

• Устройство мочеприемное 

для мужчин «Уроцел». Применя-

ется при любых формах недер-

жания мочи. Абсорбирующие 

пеленки 60х90. Памперсы 52-

54 размеров. Импорт. Дешево. 

8-902-25-89-788.

РЕКЛАМАА

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Теперь вы можете разместить в газете бесплатное объявление в 

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

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

• Редакция не несет ответственность за достоверность 
публикуемой информации.

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

принимаются.

Р
Е
К
Л

А
М

А

Смотрите новости на канале 

«Век телевидения»
с понедельника по пятницу, и итоговый 

выпуск в субботу и воскресенье в 

8 00, 15 00, 1800, 2030, 2300

РЕКЛАМА

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ПРОДАМ
• ВАЗ-21140, цвет серый металлик, 

2006 г.в., не битая. 4-40-34, 8-902-27-

53-007.

РЕКЛАМАА

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ПРОДАМ

• Попугаи: кореллы – 2500 руб., 

волнистые – 500 руб., какарики 

желтые – 3500 руб., масковые не-

разлучники (пара) – 3600 руб. 8-961-

57-33-355.

РЕКЛАМАА
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╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

09.00, 22.00 «〈┿╈′｠╈ ╆′┿╉». 〈/]

11.00, 02.05 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

11.50 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»

12.20, 02.50 ╉¨′『╄[〈 ┿′]┿╋╀╊ぅ «╉┿╆┿′を»

13.30 «』〉╃┿╉╇». 〈/《: «╊ぃ╀¨╁を ‶[¨′╆╇〈╄╊を′╄╄ 

]╁╇]〈┿» ╇ «╋〉》┿ ╇╋╄′╇′′╇『┿»

14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿

14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»

14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

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

ぅ╆｠╉╄)

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

┿╂╄′〈¨╁»

15.40 «TAT-MUSIC»

15.55, 01.20  ╆. 》┿╉╇╋. «╃¨╅╃を, ¨‶ぅ〈を ╃¨╅╃を…». 

]‶╄╉〈┿╉╊を, 2-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

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

19.00, 00.30 «]〈[┿′┿ ╉¨′〈[┿]〈¨╁». ╃/《

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

00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.00 ╁╄』╄[′╇╄ ′¨╁¨]〈╇
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ ╉┿‶╉┿′»
22.30 》/《 «╊ぃ╀¨Vを ╁ ╀¨╊を【¨╋ 

╂¨[¨╃╄ 2»
00.10 》/《 «╁╇╉╇ ╉[╇]〈╇′┿ 

╀┿[]╄╊¨′┿»
02.00 》/《 «¨]〈[¨╁»
04.10 〈/] «╂[ぅ╆′｠╄ ╋¨╉[｠╄ 

╃╄′を╂╇»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9 . 0 5  ╃ / 《  « ╂ ¨ [ ╇ ,  ╂ ¨ [ ╇ , 

╋¨ぅ ╆╁╄╆╃┿. ╄╁╂╄′╇╈ 
〉[╀┿′]╉╇╈»

10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «[〉]]╉╇╈ 【¨╉¨╊┿╃»
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
1 4 . 5 0  〈 / ]  « ╉ 〉 ╊ ┿ ╂ ╇ ′  ╇ 

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁』╄[┿ ╆┿╉¨′』╇╊┿]を 

╁¨╈′┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
0 0 . 1 0  》 / 《  « ¨ ╀ ╇ 〈 ┿ ╄ ╋ ｠ ╈ 

¨]〈[¨╁»
02.40 》/《 «╋¨╈ ′╄╅′¨ ╊ぃ╀╇-

╋｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁»
04.25 ╂¨[¨╃¨╉

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

【╄]〈╁╇╄»
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
1 0 . 2 0  « 』 [ ╄ ╆ ╁ ｠ 』 ┿ ╈ ′ ¨ ╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄. [┿]]╊╄-
╃¨╁┿′╇╄»

10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.30 〈/] «』┿] ╁¨╊╉¨╁┿»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

《¨′┿[╄╈»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «‶¨╂¨′ぅ ╆┿ 〈╄′をぃ»
21.30 〈/] «╆╁╄[¨╀¨╈»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
2 3 . 3 5  》 /《  «╆ ┿ ╊ ¨ ╅ ′╇ ╉ ╇ 

╃をぅ╁¨╊┿»
01.40 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄-

╃╇′¨╉»
02.40 《〉〈╀¨╊. ╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠ 

〉╄《┿. 『]╉┿ ([¨]]╇ぅ) - 
«‶┿¨╉» (╂[╄『╇ぅ)

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «〈[╇ 〈¨╁┿[╇】┿»
12.10, 18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.45 ╋¨╈ ぁ[╋╇〈┿╅
14.10 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を «╋╄╂[ぁ 

╇ ]〈┿[┿ぅ ╃┿╋┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 «‶¨╋╄]〈を╄ ]〉[╇╉┿〈»
17.05 ╊ぃ╃╋╇╊┿ ╋┿╉┿[¨╁┿: 

«′┿╃¨ ╅╇〈を, 』〈¨╀｠ ╁]╄ 
‶╄[╄╅╇〈を»

17.30 ╉¨′『╄[〈 «‶[¨】┿′╇╄ 
]╊┿╁ぅ′╉╇»

19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
20.45, 01.55 ACADEMIA
21.30 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
22.15 ┿‶¨╉[╇《
23.00 〈╄, ] ╉¨〈¨[｠╋╇ ぅ...
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «‶¨ 〈〉 ]〈¨[¨′〉 

╆╁〉╉┿»
01.15 ╉┿[〈╇′╉╇ ] ╁｠]〈┿╁╉╇

5.05, 01.05 TOP GEAR
6.10 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
7.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.20, 21.20 «10 +»
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.30 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
11.00, 14.00, 00.15, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.40, 00.00, 03.25 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
15.05 ╉〉╃¨
16.35 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.05 》/《 «╃╄′を╂╇ ′┿ ╃╁¨╇》»
19.30 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
20.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
21.30 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
22.00 》/《 «‶〉〈を ¨[〉╅╇ぅ»
00.35 «[╄╈〈╇′╂»
02.20, 03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «』╄╋‶╇¨′ ╋╇[┿»
10.05, 11.45 》/《 «[┿╆╁╄╃』╇╉╇. 

╁¨╈′┿ ‶¨]╊╄ ╁¨╈′｠»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.35 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.40 «╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇»
19.05 〈/] «《¨[╋〉╊┿ ]〈╇》╇╇»
19.55 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «′╄ ╆┿╀｠╁┿╈!»
22.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.15 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
02.15 》/《 «《¨〈¨ ╋¨╄╈ ╃╄-

╁〉【╉╇»
04.00 》/《 «‶[¨]〈┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ»
05.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.55 》/《 «╄]╊╇ ]╁╄╉[¨╁を - 

╋¨′]〈[...»
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «]｠′ ╋┿]╉╇»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.25 ╃/《 «╃┿[《〉[ ]╄╂¨╃′ぅ»
04.20 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.20 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «╃╁¨╄ ╇╆ ╊┿[『┿»
12.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
14.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.15 «╋┿]╉╇-【¨〉»
18.15 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
18.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «╁｠╉〉‶»
23.00, 02.40 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.10 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ′┿ 

╉[┿╈ ′¨』╇»
02.35 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.25 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
13.55 》/《 «′┿ ╂[╄╀′╄ ╁¨╊′｠»
16.10 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «』╄]〈′¨»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╀¨╄『»
22.00 «[╄┿╊を′¨]〈を»
23.00 «╊╄╂╄′╃｠ [╄〈[¨ FM - 

2005»
01.00 》/《 «‶[╇′『╄]]┿ ╋┿《╇╇»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.05 〈/] «《┿〈┿╊╇]〈｠»

6.00 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 
]〈¨〉′»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁¨╈′┿ ╋╇[¨╁»
12.40 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁¨╉[〉╂ ]╁╄〈┿ 

╆┿ 80 ╃′╄╈»
23.15 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-

╋╄′╄╈». 【┿╂¨╋ 《┿[【!
00.45 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
02.25 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
04.25 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «╂〉[╋ぁ»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05, 22.00 〈/] «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀[¨′╄‶¨╄╆╃»
17.10 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «〉╂╋╉» - «╉[┿] ╀┿]╉╄〈»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 23 ôåâðàëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

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

09.00, 22.00 «〈┿╈′｠╈ ╆′┿╉». 〈/]

11.00, 03.00 «╉′╇╂┿»

11.30, 02.35 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!»

12.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 

14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿

14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»

14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

15.15 «〈┿′『〉╄╋ ╇ ‶¨╄╋!»

15.30, 00.30  ╆. 》┿╉╇╋. «]′╄╂┿, ]′╄╂┿…». ]‶╄╉-

〈┿╉╊を, 1-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

17.00  ╆. 》┿╉╇╋. «]′╄╂┿, ]′╄╂┿…». ]‶╄╉〈┿╉╊を, 2-ぅ 

』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

19.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠». «┿ ′〉-╉┿, ╃╄╁〉【╉╇!»

20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»

23.00 «‶〉〈を». 》/《

00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»

03.25 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を…» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 》/《 «¨╃╇′ 【┿′] ╇╆ 〈｠-

]ぅ』╇»
7.40 «┿[╋╄╈]╉╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
8.10 ╀¨[╇] ╂┿╊╉╇′, ╋╇》┿╈ 

╁¨╊¨′〈╇[ ╁ 《╇╊を╋╄ 
«╁ ╆¨′╄ ¨]¨╀¨╂¨ ╁′╇-
╋┿′╇ぅ»

10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.10 ╊╄╂╄′╃┿[′¨╄ ╉╇′¨ 

╁ 『╁╄〈╄. «¨《╇『╄[｠»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 》/《 «]¨╊╃┿〈 ╇╁┿′ 

╀[¨╁╉╇′»
14.00 ╊╄¨′╇╃ 》┿[╇〈¨′¨╁ 

╁ ╉¨╋╄╃╇╇ «╇╁┿′ ╀[¨╁-
╉╇′ ′┿ 『╄╊╇′╄»

15.50 》/《 «╂[¨╆¨╁｠╄ ╁¨[¨〈┿»
19.30 ‶[┿╆╃′╇』′｠╈ ╉¨′-

『╄[〈 ╉ ╃′ぃ ╆┿】╇〈′╇╉┿ 
¨〈╄』╄]〈╁┿

21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.15 》/《 «╉[┿╈»
23.30 ╉¨′『╄[〈 ╂[〉‶‶｠ «╊ぃ╀ぁ»
01.50 ]┿′╃[╇′ ╀¨′′ぁ[ ╁ 《╇╊を-

╋╄ «′┿‶┿[′╇╉»
03.50 〈/] «╂[ぅ╆′｠╄ ╋¨╉[｠╄ 

╃╄′を╂╇»

5.10 》/《 «‶╇[┿〈｠ XX ╁╄╉┿»
6.50 》/《 «‶[╇]〈〉‶╇〈を ╉ ╊╇╉-

╁╇╃┿『╇╇»
9.35 》/《 «]╁┿╃を╀┿ ╁ ╋┿╊╇-

′¨╁╉╄»
11.30 》/《 «‶[╇╉┿╆┿′¨ 〉′╇』〈¨-

╅╇〈を. ̈ ‶╄[┿『╇ぅ «╉╇〈┿╈-
]╉┿ぅ 【╉┿〈〉╊╉┿»

14.00 ╁╄]〈╇
14.15 》/《 «‶[╇╉┿╆┿′¨ 〉′╇』〈¨-

╅╇〈を. ̈ ‶╄[┿『╇ぅ «╉╇〈┿╈-
]╉┿ぅ 【╉┿〈〉╊╉┿»

15.25 ‶┿[┿╃ ╆╁╄╆╃. ‶[┿╆╃′╇』-
′｠╈ ╁｠‶〉]╉

17.25 》/《 «╋｠ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨»
20.00 ╁╄]〈╇
20.20 》/《 «╋｠ ╇╆ ╀〉╃〉】╄-

╂¨ - 2»
22.20 ╃¨╀[｠╈ ╁╄』╄[ ] ╋┿╉-

]╇╋¨╋
23.50 》/《 «¨╀╇〈┿╄╋｠╈ ̈ ]〈[¨╁. 

]》╁┿〈╉┿»
02.05 》/《 «╁┿] ╁｠╆｠╁┿╄〈 

〈┿╈╋｠[»
04.00 ╉¨╋′┿〈┿ ]╋╄》┿

5.05 》/《 «』╄[′｠╈ ╉╁┿╃[┿〈»
7.25  «╅╇〈を, 』〈¨╀｠ ╊╄〈┿〈を». 

╃ ¨ ╉ 〉 ╋ ╄ ′ 〈 ┿ ╊ を ′ ｠ ╈ 
《╇╊を╋

8.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
8.15 ╄ .  ‶[¨′╇′,  ╇.  ]〈╄-

╀ 〉 ′ ¨ ╁ ,  ┿ .  〈 ╉ ┿ 』 ╄ ′ -
╉¨ ╇ ╁. 〈〉[』╇′]╉╇╈ ╁ 
╁¨╄′′¨-╇]〈¨[╇』╄]╉¨╈ 
╃[┿╋╄ «′╄╀¨ ╁ ¨╂′╄»

10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 》/《 «′╄╀¨ ╁ ¨╂′╄». ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 ‶[╄╋を╄[┿. [¨╋┿′ ╉〉[-

『｠′ ╇ ╁┿╃╇╋ 『┿╊╊┿〈╇ ╁ 
¨]〈[¨ぃ╅╄〈′¨╋ ]╄[╇┿╊╄ 
«]〈[╄╊ぅぃ】╇╄ ╂¨[｠»

23.15 ┿′╃[╄╈ 《╇╊╇‶‶┿╉ ╁ 
《╇╊を╋╄ «‶¨]〈¨[¨′′╇╈»

01.20 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
02.25 《〉〈╀¨╊. «╇′〈╄[» (╇〈┿-

╊╇ぅ) - «╀┿╁┿[╇ぅ» (╂╄[-
╋┿′╇ぅ) 

04.40 «╊╇╂┿ 』╄╋‶╇¨′¨╁ 〉╄《┿. 
¨╀╆¨[»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 》/《 «╆┿ ╁╇〈[╇′¨╈ 〉′╇-

╁╄[╋┿╂┿»
11.45 ╉¨′『╄[〈
12.50 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
13.15 》/《 «╃╄〈╇ ╉┿‶╇〈┿′┿ 

╂[┿′〈┿»
14.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.40 ╉¨′『╄[〈-‶¨]╁ぅ】╄′╇╄ 

╇.╋¨╇]╄╄╁〉 «╁ 』╄]〈を 
╋┿]〈╄[┿»

17.00 》[¨′╇╉╇ ]╋〉〈′¨╂¨ 
╁[╄╋╄′╇

17.40 ]‶╄╉〈┿╉╊╇ «╇╁┿′¨╁»
20.35 ╃/《 «《¨[╋〉╊┿ ╊ぃ╀╁╇»
21.15 ‶╄]′╇ ′┿]〈¨ぅ】╇》 

╋〉╅』╇′
22.35 ╃/《 «╉[┿]′¨╄ ╇ ╀╄╊¨╄»
23.30 》/《 «╇ ╁]╄ ̈ ]╁╄〈╇╊¨]を»
01.10 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
01.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.55 ╉¨′『╄[〈 «╃╅┿╆ ′┿ ]╄╋╇ 

╁╄〈[┿》»
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

』╄]〈╁┿
10.30 «′¨[╁╄╂╇ぅ. ╁》¨╃ ╀╄╆ 

╊｠╅ ╁¨]‶[╄】╄′!»
11.00, 14.00, 16.55, 00.20, 02.40 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 》/《 «╃╄′を╂╇ ′┿ ╃╁¨╇》»
13.40, 00.00, 03.55 ╁╄]〈╇.RU
14.15 》/《 «‶〉〈を ¨[〉╅╇ぅ»
16.15 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.15 ┿╁〈¨]‶¨[〈
18.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
18.55 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/4 《╇′┿╊┿ 

╉¨′《╄[╄′『╇╇ «╆┿‶┿╃»
21.15 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
21.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
22.05 》/《 «〈╄′を»
00.40 《〉〈╀¨╊. «┿[]╄′┿╊» - 

«]〈¨╉ ]╇〈╇»
02.50, 04.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

7.05 》/《 «╃╁┿ ╉┿‶╇〈┿′┿»
9.05 ╃/《 ┿′┿〈¨╊╇╈ ‶┿‶┿′¨╁. 

«〈┿╉ 》¨』╄〈]ぅ ‶¨╅╇〈を...»
9.45 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄╃｠»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.40 》/《 «]〈┿[╇╉╇-‶¨╊╉¨╁-

′╇╉╇»
13.30 «‶¨-╋〉╅]╉╇». ぃ╋¨[╇-

]〈╇』╄]╉╇╈ ╉¨′『╄[〈
14.30, 21.00, 23.25 ]¨╀｠〈╇ぅ
14.40 ╃/《 «╋ぅ〈╄╅ ╁ ‶[╄╇]-

‶¨╃′╄╈»
15.25 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
16.15 》/《 «]′┿╈‶╄[. ¨[〉╅╇╄ 

╁¨╆╋╄╆╃╇ぅ»
19.30 «╃¨╀[｠╈ ╁╄』╄[, ╋¨-

]╉╁┿!»
21.30 》/《 «[┿╆[╄【╇〈╄ 〈╄╀ぅ 

‶¨『╄╊¨╁┿〈を»
23.45 》/《 «╁╊ぃ╀╊╄′ ‶¨ ]¨╀-

]〈╁╄′′¨╋〉 ╅╄╊┿′╇ぃ»
01.30 》/《 «′╄ ╆┿╀｠╁┿╈»
04.50 ╃/《 «¨》¨〈┿ ′┿ ′┿『╇-

]〈¨╁»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╃[〉╆をぅ»
10.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.55 》/《 «]｠′ ╋┿]╉╇»
13.50 〈/] «╇′〈╄[′｠»
21.00 》/《 «╋｠ - ╊╄╂╄′╃｠»

23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 》/《 «╃╄′を ¨〈『┿»
03.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.55 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿

5.20 «『╄′′｠╄ ′¨╁¨]〈╇»
5.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
5.45 》/《 «╁╄]╄′′╇╈ ‶[╇╆｠╁»
7.25 ′¨╁¨]〈╇
8.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
10.00 ╁╊┿╃╇╋╇[ ╁｠]¨『╉╇╈ 

╇ ╁╊┿╃╇╋╇[ ╉¨′╉╇′ ╁ 
╃╄〈╄╉〈╇╁╄ ]〈┿′╇]╊┿-
╁┿ ╂¨╁¨[〉》╇′┿ «╋╄]〈¨ 
╁]〈[╄』╇ ╇╆╋╄′╇〈を ′╄╊を-
╆ぅ», 1-5 ]╄[╇╇

00.25 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-
[╇┿╊｠»

01.20 ╉[╇]〈╇┿′ ]╊╄╈〈╄[ 
╁ ╃[┿╋╄ «〉╀╇╈]〈╁¨ 
‶╄[╁¨╈ ]〈╄‶╄′╇»

03.40 ╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶[¨╂-
[┿╋╋┿

5.00 〈/] «《┿〈┿╊╇]〈｠»
8.00 «╊╄╂╄′╃｠ [╄〈[¨ FM»
«╃╄′を ╁¨╄′′｠》 ╇]〈¨[╇╈ 
] ╇╂¨[╄╋ ‶[¨╉¨‶╄′╉¨»
10.00 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╃〉》╇»
11.00 «【〈〉[╋ ‶¨╃]¨╆′┿′╇ぅ»
12.00 «〉╀╇〈を ╋┿[]╇┿′╇′┿»
12.30 «╁¨╆╃〉【′｠╄ ‶[¨╁¨-

╉┿『╇╇»
13.00 «』╄』′ぅ. ╂╄′╄[┿╊を]╉¨╄ 

][┿╅╄′╇╄»
14.00 «』╄』′ぅ. ′┿ ╀╄╆｠╋ぅ′′¨╈ 

╁｠]¨〈╄»
15.00 «]〉』をぅ ╁¨╈′┿»
16.00 «╆¨╊¨〈¨ ╀╄╆╃′｠»
17.00 «〈┿╈′┿ ╋╄[〈╁｠》 ╃[¨╆╃¨╁»
18.00 «′╊¨ ‶¨╃ ]〈┿╊╇′╂[┿-

╃¨╋»
19.00 «╉¨╂╃┿ ╆╄╋╊ぅ ╁]╉[╇╉′╄〈»
20.00 ╉¨′『╄[〈 ╋. ╆┿╃¨[′¨╁┿
22.10 》/《 «╆┿‶[╄】╄′′┿ぅ [╄-

┿╊を′¨]〈を»
00.00 «』╄]〈′¨»: «╊ぃ╀╁╇. NET»
01.00 》/《 «]╄╉] ╇ ╋¨〈¨『╇╉╊｠»
02.50 》/《 «]╋╄[〈を 〈╄╊¨》[┿-

′╇〈╄╊ぅ»
04.35 «╃┿╊を′╇╄ [¨╃]〈╁╄′-

′╇╉╇»

6.00 ╋/《 «]╉┿╆╉┿ ¨ 『┿[╄ ]┿╊-
〈┿′╄»

8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 ╋/] «′〉, ‶¨╂¨╃╇!»
9.20 ╋/] «╁ぁ╊╇┿′〈»
10.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁¨╉[〉╂ ]╁╄〈┿ 

╆┿ 80 ╃′╄╈»
13.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.40 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
17.10, 00.40 ]╉╄〈』╉¨╋ «╀┿【╉┿ 

╇ [╅┿╁｠╈. ‶[╄[╁┿′′┿ぅ 
╃[〉╅╀┿»

17.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
19.00 》/《 «〈〉╋┿′»
22.00 》/《 «‶┿╃╄′╇╄ «』┱[′¨╂¨ 

ぅ]〈[╄╀┿»
22.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
01.10 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
02.50 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
04.50 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 11.45 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»

5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉

6.35 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉

7.00, 13.45 》/《 «╃╁┿╃『┿〈を ╃′╄╈ ╀╄╆ ╁¨╈′｠»

9.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»

11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»

12.00 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»

12.30 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»

13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»

15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»

16.05 〈/] «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀[¨′╄‶¨╄╆╃», 2 ]╄[╇ぅ

17.10 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»

17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»

18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉

18.35 «〈╁¨╇ ╂╄[¨╇, 〉[┿╊». ╊╄¨′╇╃ ‶┿╃〉╉¨╁

19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

20.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»

20.15 «DE FACTO»

20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»

21.00, 04.10 ]‶╄『‶[¨╄╉〈 〈┿〉

22.00 》/《 «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»

00.15 «┿╁〈¨╀┿′»

00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»

01.20 》/《 «╃┿╋┿ ] ╉┿╋╄╊╇ぅ╋╇»
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ÓÐÎÊ ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÈ
╃┿╊╇ ╁ ╀╇╀╊╇¨〈╄╉╄ ]╄╋╄╈′¨╂¨ 』〈╄′╇ぅ
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

′┿ こさけてかけえ くっょっかっ こはすうおかぇししくうおぇき うい ておけかに わ2 ゃ ぉうぉかうけ-
すっおっ しっきっえくけゅけ つすっくうは ぉにかぇ こさっょしすぇゃかっくぇ かうすっさぇすせさくけ-きせ-

いにおぇかぬくぇは おけきこけいうちうは こけょ くぇいゃぇくうっき «]おぇいおう ぉぇぉせておう [ぇししおぇ-
いせておう け ぉにかうくくにた ぉけゅぇすにさはた». ′ぇょ っひ しけいょぇくうっき う すゃけさつっしおうき 
ゃけこかけとっくうっき すさせょうかうしぬ くっ すけかぬおけ しけすさせょくうおう ぉうぉかうけすっおう, くけ う 
おけかかっおすうゃ ぇくしぇきぉかは させししおうた くぇさけょくにた うくしすさせきっくすけゃ «[せしうつう».

– 》けすっかけしぬ こけいくぇおけきうすぬ ょっすっえ し 
きうさけき させししおうた ぉにかうく, くけ おぇお せゃ-
かっつぬ, いぇうくすっさっしけゃぇすぬ うた? [ってうかう, 
つすけ しょっかぇすぬ ねすけ ぉせょっす こさけとっ つっ-
さっい きせいにおせ, う こさっょかけあうかう ぇくしぇき-
ぉかの «[せしうつう», し おけすけさにき きに くっ 
こっさゃにえ さぇい しけすさせょくうつぇっき, こけきけつぬ 
くぇき. «[せしうつう» くっ けすおぇいぇかう, – さぇし-
しおぇいにゃぇっす いぇゃっょせのとぇは きかぇょてうき 
ぇぉけくっきっくすけき ′ぇょっあょぇ ╊っけくうょけゃ-
くぇ ╀さけゃおうくぇ, おけすけさぇは くっ すけかぬおけ 
しぇきぇ くぇこうしぇかぇ しちっくぇさうえ おけきこけいう-
ちうう, くけ う うしこけかくうかぇ さけかぬ ぉぇぉせておう 
[ぇししおぇいせておう. 

‶かぇゃくけ, くぇこっゃくけ «ぉぇぉせておぇ [ぇし-
しおぇいせておぇ» ゃ させししおけき しぇさぇそぇくっ いぇ 
こさはかおけえ ゃっかぇ こけゃっしすぬ け ぉけゅぇすにさはた 
いっきかう させししおけえ: ╇かぬっ ╋せさけきちっ, ╃け-
ぉさにくっ ′うおうすうつっ, ぇ すぇおあっ け させししおけき 
くぇさけょっ, すぇおけき さぇいくけき, すぇおけき いくぇおけ-
きけき くぇき う, ゃ すけ あっ ゃさっきは, くっういゃっ-
ょぇくくけき. ] っゅけ あういくっせすゃっさあょぇのとっえ 
ゃっしひかけしすぬの – う すさぇゅっょうえくけえ しすさせ-
くけえ, てうさけすけえ, きけとぬの – う ぉっしてぇ-
ぉぇてくにき かっゅおけきにしかうっき.

╁こさけつっき, け させししおけき くぇさけょくけき 
たぇさぇおすっさっ ぉけかぬてっ, つっき しかけゃぇ しすぇ-

さうくくにた ぉにかうく, こけゃっょぇかぇ きせいにおぇ. 
╋せいにおぇかぬくけっ しけこさけゃけあょっくうっ いゃせ-
つぇかけ ゃけゃしっ くっ «しけこさけゃけあょっくうっき», 
ぇ けすょっかぬくにき さぇししおぇいけき, しぇきけしすけ-
はすっかぬくけえ うしすけさうっえ, おけすけさぇは こけょ-
つっさおくせかぇ, けぉけゅぇすうかぇ う さぇしてうさうかぇ 
しきにしかけゃけっ しけょっさあぇくうっ くぇさけょくけゅけ 
ぉにかうくくけゅけ ねこけしぇ.

』すけぉに こけょけぉさぇすぬ こけょたけょはとうっ 
きせいにおぇかぬくにっ すっきに う こさけういゃっょっくうは, 
おけかかっおすうゃせ «[せしうつっえ» こけすさっぉけ-
ゃぇかしは ちっかにえ きっしはち. ╋くけゅけ ねすけ うかう 
きぇかけ ょかは こけかせつぇしけゃけゅけ うしこけかくっくうは 
こっさっょ ょゃせきは ょっしはすおぇきう こぇさ ょっすしおうた 
せてっえ う ゅかぇい? ]せょうすっ しぇきう. ¨おぇいにゃぇ-
っすしは, ぉにかうくぇ – くっこさけしすけえ きぇすっさうぇか, 
ょぇ う ょっすう, おぇお ういゃっしすくけ, けつっくぬ ゃけし-
こさううきつうゃにっ しかせてぇすっかう.

– ╋に ょけかゅけ う すとぇすっかぬくけ こけょ-
ぉうさぇかう きせいにおせ, くっけぉたけょうきけ ぉにかけ 
くぇえすう すぇおせの, おけすけさぇは こけょたけょうかぇ ぉに 
うきっくくけ お ねすけきせ こさけっおすせ, お すっおしすせ, 
おけすけさにえ きに けしくけゃぇすっかぬくけ こさけさぇ-
ぉぇすにゃぇかう ゃきっしすっ し ゃっょせとっえ, – さぇし-
しおぇいにゃぇっす たせょけあっしすゃっくくにえ させおけゃけ-
ょうすっかぬ ぇくしぇきぉかは «[せしうつう» ぃさうえ 
╊せおぇくうく.

╇ きせいにおぇ くぇてかぇしぬ. ╁ いぇかっ ぉうぉかう-
けすっおう しっきっえくけゅけ つすっくうは こさけいゃせつぇかぇ 
«[せししおぇは こっしくは» ]っさゅっは [ぇたきぇくうくけゃぇ 
おぇお ゃしすせこかっくうっ お かうすっさぇすせさくけ-きせいに-
おぇかぬくけえ おけきこけいうちうう, ゃ おけすけさけえ けす-
さぇいうかうしぬ させししおうっ きけとぬ, さぇいきぇた, ゃっ-
かうつうっ. «‶かはしおぇ しおけきけさけたけゃ» ‶っすさぇ 
╇かぬうつぇ 』ぇえおけゃしおけゅけ, おけすけさぇは ゃにさぇ-
いうかぇ ょさせゅせの ゅさぇくぬ させししおけゅけ くぇさけょくけ-
ゅけ たぇさぇおすっさぇ: っゅけ ぉっしてぇぉぇてくけしすぬ, ゃっ-
しひかけしすぬ う あういくっせすゃっさあょぇのとせの しせすぬ. 
╊っゅおけしすう う かうさうつくけしすう ゃ ぉにかうくくにえ 
くぇしすさけえ ょけぉぇゃうかぇ おけきこけいうちうは しけゃさっ-
きっくくけゅけ ぇゃすけさぇ ╄ゃゅっくうは ╉せいくっちけゃぇ 
こけょ くぇいゃぇくうっき «╉ぇすっさうくせておぇ». ╃かは 
そうくぇかぇ – はさおけゅけ, ゅっさけうつっしおけゅけ, こけ-
ぉっょうすっかぬくけゅけ – ぉにか ゃにぉさぇく «]かぇゃはく-
しおうえ ぉぇいぇさ» っおぇすっさうくぉせさゅしおけゅけ こっゃちぇ 
う おけきこけいうすけさぇ ‶ぇゃかぇ ╆ゃっさっゃぇ. ╋せいに-
おぇ ねすけゅけ こさけういゃっょっくうは こけょつっさおくせかぇ 
いくぇつっくうっ しけしすけはゃてっえしは ゃ すっおしすっ 
ぉにかうくに こけぉっょに ╃けぉさにくう ′うおうすうつぇ 
くぇょ おけゃぇさくにき ╆きっっき ╂けさにくにつっき, 
すけさあっしすゃけ しこさぇゃっょかうゃけしすう, させししおけえ 
くぇさけょくけえ ゃけかう, させししおけゅけ ょせたぇ... 

‶けしすぇくけゃとうおう かうすっさぇすせさくけ-きせ-
いにおぇかぬくけえ おけきこけいうちうう しこっちうぇかぬくけ 
しょっかぇかう すぇお, つすけぉに ゃくうきぇくうっ ょっすっえ 
ぉにかけ さぇししさっょけすけつっくけ きっあょせ さぇししおぇい-
つうちっえ いぇ こさはかおけえ ゃ させししおけき くぇさけょ-
くけき おけしすのきっ, きせいにおぇくすぇきう し くっけぉにつ-
くにきう うくしすさせきっくすぇきう, ぉけかぬてうくしすゃけ 
うい おけすけさにた けくう ゃうょっかう ゃこっさゃにっ, う 

ゃうょっけさはょけき くぇ ねおさぇくっ, おけすけさにえ すぇお-
あっ うかかのしすさうさけゃぇか しけょっさあぇくうっ ぉに-
かうく. 〉つっくうおう こはすけゅけ «ぇ» おかぇししぇ, おけ-
すけさにっ, ゃっさけはすくけ, こけくぇつぇかせ けすくっしかうしぬ 
しおっこすうつっしおう お うょっっ こけしかせてぇすぬ しおぇいおう 
(ゃっょぬ くっ きぇかにてう せあっ!), せゃかっおかうしぬ 
しけょっさあぇくうっき つっさっい くっけぉにつくにっ けぉ-
さぇいに くぇ ねおさぇくっ (くぇこさうきっさ, ╆きっは ╂け-
さにくにつぇ), いゃせつぇくうっ せしすくけゅけ しかけゃぇ う, 
おけくっつくけ, きせいにおせ.

‶け きくっくうの ぃさうは ╊せおぇくうくぇ, ゃに-
しすせこかっくうっ ぇくしぇきぉかは くぇさけょくにた うく-
しすさせきっくすけゃ こっさっょ ょっすぬきう – ぇおす うた 
こけしゃはとっくうは ゃ かせつてうっ すさぇょうちうう くぇ-
ちうけくぇかぬくけえ させししおけえ おせかぬすせさに, こさう-
けぉとっくうっ こけょさぇしすぇのとっゅけ こけおけかっくうは 
お しゃけうき おけさくはき – すけ, つっゅけ しっゅけょくは 
くっ せょぇひすしは ょけしすうつぬ ゃ ておけかっ, くっしきけ-
すさは くぇ しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうっ せつっぉくにた 

こさけゅさぇきき こけ かうすっさぇすせさっ, うしすけさうう, 
けぉとっしすゃけいくぇくうの.

╁ こかぇくぇた ぇくしぇきぉかは させししおうた くぇ-
さけょくにた うくしすさせきっくすけゃ «[せしうつう» 
– さはょ しけゃきっしすくにた こさけっおすけゃ し ぉう-
ぉかうけすっおぇきう う ておけかぇきう ╀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 ょかは ょっすっえ 
う ゃいさけしかにた. ┿ しけゃしっき しおけさけ おけか-
かっおすうゃ けすこさぇゃうすしは くぇ VIII ╋っあょせ-
くぇさけょくにえ そっしすうゃぇかぬ-おけくおせさし 
«]けいゃっいょうっ きぇしすっさけゃ», おけすけさにえ 
こさけゃけょうすしは ゃ ╋けしおゃっ [けししうえしおけえ 
ぇおぇょっきうっえ きせいにおう うきっくう ╂くっしう-
くにた. ╋せいにおぇくすに ぇくしぇきぉかは こけかくに 
すゃけさつっしおうた こかぇくけゃ う しうか ょかは うた 
さっぇかういぇちうう. ┿ ゃ ぉうぉかうけすっおっ しっ-
きっえくけゅけ つすっくうは せあっ くぇつぇかう こうしぇすぬ 
しちっくぇさうえ ょかは くけゃけゅけ しけゃきっしすくけゅけ し 
きせいにおぇくすぇきう こさぇいょくうおぇ.

┿╉『╇ぅ

‶[╇[¨╃′｠╋╇ ぇくけきぇかうはきう くぇし せあっ くっ せょうゃうすぬ, くけ つすけぉに 
いうきけえ くぇ ょっさっゃぬはた ゃ ╀っさひいけゃしおけき しけぉうさぇかう きひょ こつっかに…

]うきこぇすうつくにっ あひかすにっ くぇしっおけ-
きにっ-すさせあっくうちに つせゃしすゃせのす しっぉは 
ゃけ ょゃけさっ かうちっは わ7 けつっくぬ おけき-
そけさすくけ: ゃ きけさけいくにえ ょっくぬ ぉぬひす 
さぇょけしすくにえ そけくすぇく, こさうつひき くっ 
ゃけょはくけえ, ぇ ちゃっすけつくにえ, っしすぬ けす-
おせょぇ くっおすぇさ ょけぉにすぬ. ╊けたきぇすにえ 
おけおけし きぇくうす こかけょぇきう う つせょうす-
しは, つすけ しさっょう こぇかぬきけゃにた ゃっすけお 
ゃけす-ゃけす こさけゅかはくっす かのぉけこにすくぇは 
きけさょけつおぇ けいけさくけえ けぉっいぬはくおう. ╁ 
ょっすしぇょぇた すけあっ つせょくにき けぉさぇいけき 
こけゃにさぇしすぇかう ゃ ょっおぇぉさっ ゅさうぉに, 
こけこかにかう ゃ ぉぇししっえくぇた ぉっかにっ かっ-
ぉっょう, かはゅせておう せしっかうしぬ くぇ おせゃ-
てうくおう, かけゃは すっこかけ しけかくっつくにた 
かせつっえ. ′う ゃ けょくけき せさぇかぬしおけき くぇ-
しっかひくくけき こせくおすっ ゃに くっ せゃうょうすっ 
すぇおうた しっいけくくにた こっさっゃひさすにてっえ. 
‶けつっきせ? ╃ぇ こけすけきせ つすけ すけかぬおけ 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき ょっえしすゃせっす ぇおちうは 
«『ゃっすせとうえ ゅけさけょ». ‶さうつひき, 
っしかう かっすくうえ っひ ゃぇさうぇくす せあっ うい-

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

ゃっしすっく ゃ けぉかぇしすう ぉかぇゅけょぇさは 
]╋╇, すけ くけせ-たぇせ しっいけくぇ 2010-
2011 ゅ.ゅ. «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ いう-
きけえ» っとひ う くっ ゃしっきう くぇてうきう 
ゅけさけあぇくぇきう せしゃけっく う けぉょせきぇく. 

¨ょくけ うい けすかうつうえ いうきくっえ おぇき-
こぇくうう けす かっすくっゅけ っひ そけさきぇすぇ 
– ぇおすうゃくけっ せつぇしすうっ ゃ くっえ ぉのょ-
あっすくうおけゃ. 』かっくに ゅけさけょしおけゅけ けぉ-
とっしすゃぇ うくゃぇかうょけゃ くぇ こかけとぇょおっ 
こっさっょ しゃけうき こけきっとっくうっき, つすけ 
くぇ 【うかけゃしおけえ, 21, «うしこっおかう» 
けゅさけきくにえ すけさす-しくっあうくおせ. ╋うきけ 
ぉぇかおけくぇ ょゃけさけゃけゅけ おかせぉぇ «╋っ-
さうょうぇく» すけあっ くっ こさけえょひてぬ: 
ゅょっ ねすけ ゃうょぇくけ, つすけぉに ]くっゅけゃう-
おぇ けぉきぇたうゃぇかう おさにかぬはきう はさおうっ 
ぉぇぉけつおう, うくぇつっ けく さぇしすぇっす くぇ 
ちゃっすけつくけえ おかせきぉっ? 〉 ゅけさけょしおけえ 
ぉうぉかうけすっおう こけ-たけいはえしおう さぇししっ-
かぇしぬ ]くっあくぇは ぉぇぉぇ. ′け しぇきにっ 
ぉせえくにっ そぇくすぇいうう こさけょっきけく-
しすさうさけゃぇかう ておけかに う ょっすしぇょに: 

きけかけょちに, かっすけき うた くっ ょけいけ-
ゃひてぬしは せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ ぇおちうう – せ 
くうた けすこせしおぇ し おぇくうおせかぇきう, ぇ すせす  
さぇぉけすぇ し かけこぇすぇきう う しけゃおぇきう 
ゃいさけしかにき う ょっすはき けおぇいぇかぇしぬ ゃ 
けたけすおせ. ╁ かうちっっ わ7 «[けぉうく-
いけくけき» くっけぉうすぇっきけゅけ けしすさけゃぇ 
しすぇかぇ せつうすっかぬ すさせょぇ う ╇╆¨ ╁ぇ-
かっくすうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ ╀ぇぉうえ, 
たけすは こっょぇゅけゅ せすゃっさあょぇっす, つすけ 
けしくけゃくにっ うょっう こさうょせきぇかう っひ 
せつっくうおう, けしすぇゃぇかけしぬ すけかぬおけ こけ-
おさぇしうすぬ ぉせすにかおう う こさっゃさぇすうすぬ 
うた ゃ こぇかぬきけゃにっ ゃっすおう う こつひか. 
╁しひ けしすぇかぬくけっ しょっかぇくけ すけあっ 
うい こけょさせつくけゅけ きぇすっさうぇかぇ, くけ 
ゃっょぬ くぇょけ しせきっすぬ うい けすたけょけゃ 
しけすゃけさうすぬ しすけかぬ こさうゃかっおぇ-
すっかぬくにっ ょけたけょに…

╆ぇゅかはくうすっ, お こさうきっさせ, ゃ しぇょうお 
わ2: くさぇゃうすしは ぉっかけしくっあくにえ かっ-
ぉっょぬ? ┿ ゃっょぬ っゅけ しけぉさぇかう うい… 
けょくけさぇいけゃけえ こけしせょに: すぇさっかけお, 
ゃうかけお う かけあっお. ╂かぇゃくにっ おけくおせ-
さっくすに ゅけさょけえ こすうちに – けゅさけき-
くぇは, くけ けつっくぬ こさうゃかっおぇすっかぬくぇは 
いっかひくぇは ゅせしっくうちぇ, おさぇしくぇは ゃ 
つひさくにた すけつおぇた ぉけあぬは おけさけゃおぇ. 
╇, こさっょしすぇゃぬすっ, ねすけ くっ こさけしすけ 
そうゅせさおう: ぉけあぬは おけさけゃおぇ – きう-
くう-おさっこけしすぬ, こけ ゅせしっくうちっ きけあ-

くけ こけかぇいうすぬ. ╁け きくけゅうた ╃¨〉 
ぇおすうゃくけ うしこけかぬいけゃぇかう しくぇさは-
ょに, ょけきうおう, ねかっきっくすに ょっすしおうた 
おけきこかっおしけゃ, さぇいさうしけゃぇかう うた, 
せおさぇしうかう, う こけかせつうかうしぬ いぇきおう, 
しおぇいけつくにっ すっさっきぇ, せゃかっおぇすっかぬ-
くにえ きうさ あうゃけすくにた, おけすけさにえ 
すぇお かのぉうす きぇかにてくは. ╇ ゃにてかけ 

しけゃしっき くっ いぇすさぇすくけ: くぇさうしけゃぇすぬ 
はさおけえ おさぇしおけえ こけ ぉっかけきせ しくっ-
ゅせ おぇさすうくおう – きくけゅけ ょっくっゅ くっ 
くぇょけ, いぇすけ おぇお しすぇくけゃうすしは ゃけ-
おさせゅ ゃっしっかけ! 

╁ ╃¨〉 わ9 けしすぇ-
かうしぬ ゃっさくに しゃけうき 
すさぇょうちうはき: しぇょうお 
ういゃっしすっく すっき, つすけ 
いょっしぬ しすぇゃうかう けこっ-
させ «╉けておうく ょけき», 
ぇ すっこっさぬ ねすけ こさけうい-
ゃっょっくうっ こっさっったぇかけ 
ゃけ ょゃけさ: ゃぇかぬはあくぇは 
おけておぇ, っひ しかせゅぇ – 
ゃっさくにえ おけす, ゅけしすう 
– おせさけつおぇ し いぇぉうはおけえ-こっすせたけき. 
╇, おぇあっすしは, つすけ けゅさけきくにえ しくっあ-
くにえ すけさす, かっょけゃにえ そさせおすけゃにえ 
しすけか, はさおうっ ぉせおっすに ちゃっすけゃ, しゃっ-
つう すけあっ こさうゅけすけゃかっくに ょかは くけ-
ゃけしっかぬは おけておうくけゅけ ょけきぇ. 

╋せかぬすはてくにっ う しおぇいけつくにっ 
しのあっすに ぇおすうゃくけ うしこけかぬいけゃぇかう 
ょっすしぇょに: ゃけす ╉けす ╋ぇすさけしおうく し 
せこけっくうっき かけゃうす さにぉせ くぇ すっささう-
すけさうう ╃¨〉 わ4, けゅさけきくにっ いけかけ-
すにっ さにぉおう こけこかにかう こけ こかけとぇょ-
おぇき おけきぉうくぇすぇ わ39. 

– ╃ぇあっ しぇきにっ こさけしすにっ うょっう – 
さぇしこうしぇくくにっ ゅけさおう, ぉけさょのさに し 

ちゃっすぇきう ういけ かぬょぇ う しくっゅぇ, きっょ-
ゃっあぬう ぉっさかけゅう, きはゅおうっ うゅさせておう, 
おせおかに – ゃにゅかはょはす こさうゃかっおぇ-
すっかぬくけ, – しつうすぇっす いぇゃ. けすょっかけき 
うくくけゃぇちうけくくけ-しけちうぇかぬくにた すった-
くけかけゅうえ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ 
′ぇすぇかぬは ┿かっおしぇくょさけゃくぇ ╆ぇゃすさぇ-
おけゃぇ. – ╅ぇかぬ, つすけ ぉけかぬてうくしすゃけ 
ておけか けしすぇのすしは ゃ しすけさけくっ けす ぇお-
ちうう くっ すけかぬおけ かっすけき, くけ う いうきけえ. 
′っ ょせきぇの, つすけ すぇき くっす かのょっえ し 
うょっはきう う すぇかぇくすかうゃにきう させおぇきう.      

«]くうきうすっ, こけあぇかせえしすぇ, くぇてう 
しくっあくにっ そうゅせさに, しすっくに いぇきおぇ, 
ゅけさおう», – けつっくぬ こさけしうかう さけょう-
すっかう うい ╃¨〉 わ35. – ‶けくうきぇっすっ, 
ゃしひ ねすけ しょっかぇかう しゃけうきう させおぇきう 
ょっすう. ╁けしこうすぇすっかう う さけょうすっかう 
すけかぬおけ こけきけゅぇかう». 

┿ ゃけす ねすけ, こけあぇかせえ, しぇきぇは 
ゅかぇゃくぇは せょぇつぇ ぇおちうう: くぇせつうすぬ 
くぇてうた のくにた ゅけさけあぇく すゃけさうすぬ 
おさぇしけすせ, おけすけさせの いぇたけつっすしは 
けゅさぇょうすぬ けす きっさいおけゅけ きせしけさぇ, 
すせこにた たせかうゅぇくけゃ, つすけぉに ╀っ-
さひいけゃしおうえ しすぇか っとひ さけょくっっ う 
きうかっっ.
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ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÍÛÉ ÒÎÐÒ
╇くゅさっょうっくすに: 
• たかっぉ こてっくうつくにえ – 1 

ぉせかおぇ
• こぇてすっす ゅけすけゃにえ – 300-

400 ゅ
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 250 ゅ
• いっかっくぬ させぉかっくぇは – 300 ゅ
• おっすつせこ けしすさにえ – 2 しすけ-

かけゃにっ かけあおう
• きぇしかうくに う こっさっち ょかは 

けそけさきかっくうは

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
』ぇしすぬ こぇてすっすぇ しきってぇえすっ し こけかけゃうくけえ させぉかっくけえ いっかっくう. 
] たかっぉぇ しさっあぬすっ おけさおう, こさうょぇゃ っきせ そけさきせ こさはきけせゅけかぬくけえ いぇゅけすけゃおう, さぇいさっあぬすっ こけこっ-

さひお くぇ こはすぬ こかぇしすけゃ, しきぇあぬすっ うた きぇしかけき, いぇすっき こぇてすっすけき う こぇてすっすけき し くぇこけかくうすっかはきう, 
つっさっょせは こけ ちゃっすせ, う せかけあうすっ ょさせゅ くぇ ょさせゅぇ, こけかけあうすっ くっぉけかぬてけえ ゅくひす う こけしすぇゃぬすっ ゃ たけかけ-
ょうかぬくうお. ]きぇあぬすっ こぇてすっすけき ゃっさたくうえ こかぇしす う ぉけおけゃにっ ゅさぇくう. ╆っかっくぬの こさうしにこぬすっ ぉけおけゃせの 
こけゃっさたくけしすぬ う さぇいさっあぬすっ すけさす くぇ けすょっかぬくにっ こけさちうう, くっ くぇさせてぇは ちっかけしすくけしすう.

╉ぇあょせの こけさちうの けそけさきうすっ きぇしかけき, きぇしかうくぇきう, いっかっくぬの.

ÒÎÐÒ «ÏÈÂÍÀß ÊÐÓÆÊÀ»
╇くゅさっょうっくすに: 

• 500 きか しきっすぇくに
• 200 ゅ おかせぉくうおう
• 3 しすけかけゃにっ かけあおう しぇたぇさぇ
• 1 こぇおっすうお いぇおさっこうすっかは しかうゃけお
• ぉうしおゃうすくにえ おけさあ
• 30 てす. こっつっくぬは 

ょかは すうさぇきうしせ
• 3 しせておう
ょかは ぉうしおゃうすぇ:
• 5 はうち
• 1 しすぇおぇく しぇたぇさぇ
• 1 しすぇおぇく きせおう
• 1 せこぇおけゃおぇ さぇいさにたかうすっかは
• 2 しすけかけゃにっ かけあおう こけさけておぇ 

おぇおぇけ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]きってぇえすっ ゃしっ うくゅさっょうっくすに ょかは ぉう-

しおゃうすぇ. [ぇいなひきくせの そけさきせ ゃにしすっかうすっ 
こっさゅぇきっくすけき ょかは ゃにこっつおう, しきぇあぬすっ 

さぇしすうすっかぬくにき きぇしかけき, いぇすっき ゃかっえすっ すっしすけ ゃ そけさきせ う ゃにこっおぇえすっ こさう 180 ゅさぇょせしぇた 30-40 
きうくせす. ╀うしおゃうす けしすせょうすっ う さぇいさっあぬすっ くぇ ょゃぇ おけさあぇ. ╃かは おさっきぇ しきっすぇくせ しきってぇえすっ し しぇ-
たぇさけき う いぇおさっこうすっかっき しかうゃけお, たけさけてけ ゃいぉっえすっ. ╆ぇすっき うい ぉうしおゃうすくにた おけさあっえ ゃにさっあぬすっ 
おさせゅう そけさきけつおけえ うかう しすぇおぇくけき, ぇ けぉさっいおう おけさあぇ きっかおけ こけさっあぬすっ. ╉かせぉくうおせ こけさっあぬすっ 
くぇ こかぇしすうくに, けしすぇゃうゃ くっきくけゅけ ょかは せおさぇてっくうは. ′ぇ ぉうしおゃうすくにっ おさせゅう くぇきぇあぬすっ おさっき, ぇ 
くぇ こけかけゃうくせ おさせゅけゃ くぇしにこぬすっ けぉさっいおう ぉうしおゃうすぇ, くぇ ょさせゅせの こけかけゃうくせ ゃにかけあうすっ おかせぉくう-
おせ. 〉かけあうすっ こけ つっすにさっ おさせゅぇ ょかは けょくけえ おさせあおう. ‶っつっくぬは しきぇあぬすっ し ゃくせすさっくくっえ しすけさけくに 
おさっきけき う こさうあきうすっ お ぉうしおゃうすくにき おさせゅぇき. ¨ょくけ さぇいかけきぇえすっ, つすけぉに ゃしすぇゃうすぬ しせておせ (させつおせ 
おさせあおう). ╉けゅょぇ ゃしっ こっつっくぬは こけしすぇゃかっくに くぇ きっしすけ, ぇおおせさぇすくけ こさうょぇゃうすっ うた お ぉうしおゃうすくにき 
おさせゅぇき. ╆ぇすっき しゃっさたせ ゃにかけあうすっ ゃいぉうすにっ しかうゃおう. ╋けあくけ せおさぇしうすぬ おかせぉくうおけえ こけ あっかぇくうの.

ÓÒÊÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß 
╇くゅさっょうっくすに: 
• せすおぇ – 2 おゅ
• ゃってっくおう (てぇきこうくぬけ-

くに) – 400 ゅ
• おぇさすけそっかぬ – こけ 2-3 

おぇさすけそっかうくに くぇ つっ-
かけゃっおぇ

• ゃうくけ おさぇしくけっ しせたけっ – 
1 しすぇおぇく

• しきっすぇくぇ (ゅせしすぇは) – 2 
しすけかけゃにっ かけあおう

• いっかひくにえ せおさけこ, しけかぬ, 
こっさっち

• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ – 
1-2 しすけかけゃにっ かけあおう

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
╉ぇさすけそっかぬ けすゃぇさうすぬ ょけ こけかせゅけすけゃくけしすう ゃ こけょしけかっくくけえ ゃけょっ. 〈せておせ せすおう こけきにすぬ, けぉしせ-

てうすぬ, くぇすっさっすぬ しけかぬの, こっさちっき. ╁くせすさぬ こけかけあうすぬ しきっすぇくせ. ╊せお ういきっかぬつうすぬ う けぉあぇさうすぬ くぇ 
きぇしかっ, ょけぉぇゃうすぬ ういきっかぬつひくくにっ ゅさうぉに, あぇさうすぬ ゃきっしすっ し かせおけき きうくせす こはすぬ. 

′ぇそぇさてうさけゃぇすぬ せすおせ ゅさうぉぇきう し かせおけき, けすゃっさしすうっ いぇおさにすぬ し こけきけとぬの ょっさっゃはくくにた てこぇ-
あっお. 〉すおせ せかけあうすぬ くぇ こさけすうゃっくぬ うかう さってひすおせ しこうくおけえ ゃくうい う ゅけすけゃうすぬ こさう すっきこっさぇすせさっ 
180 ゅさぇょせしけゃ ゃ すっつっくうっ つぇしぇ. ╆ぇすっき せすおせ こっさっゃっさくせすぬ う ゅけすけゃうすぬ っとひ こさうきっさくけ つぇし. ╁け 
ゃさっきは こさうゅけすけゃかっくうは せすおせ こっさうけょうつっしおう こけかうゃぇすぬ ゃうくけき. ‶けょぇすぬ せすおせ し おぇさすけそっかっき, こけ-
しにこぇくくにき ういきっかぬつひくくにき せおさけこけき.

«ÌÓÆÑÊÎÉ ÊÀÏÐÈÇ»
╇くゅさっょうっくすに: 

• 2 かせおけゃうちに
• 200 ゅ けすゃぇさくけえ 

ゅけゃはょうくに
• 4 ゃぇさひくにた はえちぇ
• 100 ゅ しにさぇ
• 300 ゅ きぇえけくっいぇ
• せおしせし

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
╊せお こけさっいぇすぬ すけくっくぬ-

おうきう つっすゃっさすぬおけかぬちぇきう. 
′ぇ 15 きうくせす いぇきけつうすぬ ゃ 
6%-くけき せおしせしっ (あっかぇ-

すっかぬくけ はぉかけつくけき). ¨すゃぇさくせの ゅけゃはょうくせ きっかおけ こけさっいぇすぬ, はえちぇ う しにさ くぇすっさっすぬ くぇ おさせこくけえ 
すひさおっ (けすょっかぬくけ ょさせゅ けす ょさせゅぇ). ′ぇ こかけしおけっ ぉかのょけ せかけあうすぬ しかけはきう, しかっゅおぇ こさうきうくぇは おぇあ-
ょにえ さはょ, かせお (せおしせし しかうすぬ), きはしけ, はえちぇ, しにさ. ╉ぇあょにえ しかけえ こさけきぇいぇすぬ きぇえけくっいけき.

– ╇ゃぇくけゃ?
– ぅ!
– ‶っすさけゃ?

– ぅ!
– ╃っちか?
– ╈け!!!

╉ぇこうすぇく ゅけゃけさうす しっさあぇくすせ:
– ]っさあぇくす! 》けすうすっ こけかせつうすぬ 

かっえすっくぇくすぇ?
– ╉けくっつくけ たけつせ!
– ╁けす ぇょさっし, こけっょっすっ う いぇぉっさひすっ 

かっえすっくぇくすぇ ╇ゃぇくけゃぇ うい ゃにすさっいゃうすっかは.

‶さぇこけさとうお: 
– ╋せいにおぇくすに 

っしすぬ?
– ╃ぇ!
– ╆ぇきこけかうすせ こうぇくうくけ くぇ 

5-え ねすぇあ ‶¨╃′ぅ〈を!
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‶[¨╄╉〈′┿ぅ ╃╄╉╊┿[┿『╇ぅ
╋くけゅけねすぇあくにえ あうかけえ ょけき 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, ゅけさけょ ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 8
1. ╇′《¨[╋┿『╇ぅ ¨ ╆┿]〈[¨╈】╇╉╄

¨ 《╇[╋╄′′¨╋ ′┿╇╋╄′¨╁┿′╇╇:
¨ぉとっしすゃけ し けゅさぇくうつっくくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬの «┿さしっくぇか う ╉» (¨¨¨ «┿さしっくぇか う ╉»),
のさうょうつっしおうえ ぇょさっし: 620075, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╀ぇあけゃぇ , 130,
そぇおすうつっしおうえ ぇょさっし: 623700, ]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, ょ. 22, くぇさせあくにえ 

こけょなっいょ わ 3, こっさゃにえ ねすぇあ.  
さっあうき さぇぉけすに: ‶く.-‶す. し 08:00 ょけ 17:00, ]ぉ.-╁し. – ゃにたけょくけえ
¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╈ [╄╂╇]〈[┿『╇╇:
]ゃうょっすっかぬしすゃけ け 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 のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ しっさうは 66 わ 005091965, ゃにょぇくけ うく-

しこっおちうっえ 《′] [けししうう こけ ¨おすはぉさぬしおけきせ さぇえけくせ ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ 09.07.2007 ゅけょぇ. ¨しくけゃくけえ ゅけしせょぇさしす-
ゃっくくにえ さっゅうしすさぇちうけくくにえ くけきっさ 1076672030896.

¨╀ 〉』[╄╃╇〈╄╊ぅ》
╉させつうくうく ┿かっおしぇくょさ ┿さおぇょぬっゃうつ – 100 % ゅけかけしけゃ
¨ ‶[¨╄╉〈┿》 ]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁┿
1) 5-すう ねすぇあくにえ あうかけえ ょけき こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 10, 
そぇおすうつっしおうえ しさけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの 30.07.2010 ゅ.;
2) 5-すう ねすぇあくにえ あうかけえ ょけき こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 12, 
そぇおすうつっしおうえ しさけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの  30.09.2009 ゅ.;
3) 5-すう ねすぇあくにえ あうかけえ ょけき こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 14, 
そぇおすうつっしおうえ しさけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの 29.12.2009 ゅ.;
4) 5-すう ねすぇあくにえ あうかけえ ょけき こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 16, 
そぇおすうつっしおうえ しさけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの 29.06.2010 ゅ.;
5) 5-すう ねすぇあくにえ あうかけえ ょけき こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 20, 
そぇおすうつっしおうえ しさけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの 07.02.2011 ゅ.;
6) 5-すう ねすぇあくにえ あうかけえ ょけき こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 22, 
そぇおすうつっしおうえ しさけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの 07.02.2011 ゅ.;
7) 12-すう ねすぇあくにえ あうかけえ ょけき こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ 4ぇ, 
そぇおすうつっしおうえ しさけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの I けつっさっょぬ 31.03.2010 ゅ., II けつっさっょぬ 16.08.2010 ゅ.
¨ ╃¨‶〉]╉┿》 ╉ [┿╀¨〈┿╋, ╉¨〈¨[｠╄ ¨╉┿╆｠╁┿ぃ〈 ╁╊╇ぅ′╇╄ ′┿ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈を ¨╀‒╄╉〈¨╁ 

╉┿‶╇〈┿╊を′¨╂¨ ]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁┿
]ゃうょっすっかぬしすゃけ け ょけこせしおっ お さぇぉけすぇき, おけすけさにっ けおぇいにゃぇのす ゃかうはくうっ くぇ ぉっいけこぇしくけしすぬ けぉなっおすけゃ おぇこうすぇかぬくけゅけ 

しすさけうすっかぬしすゃぇ, しっさうは ]╉》 わ 0000087, ゃにょぇくけ しぇきけさっゅせかうさせっきけえ けさゅぇくういぇちうっえ くっおけききっさつっしおうき 
こぇさすくっさしすゃけき «]けのい しすさけうすっかっえ «[っゅうけく», くぇつぇかけ ょっえしすゃうは しゃうょっすっかぬしすゃぇ し 09 ぇこさっかは 2010 ゅ., しゃうょっすっかぬしすゃけ 
ょっえしすゃうすっかぬくけ ぉっい けゅさぇくうつっくうは しさけおぇ くぇ すっささうすけさうう [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう. 

╁うょ さぇぉけす: 
36. さぇぉけすに こけ けしせとっしすゃかっくうの しすさけうすっかぬくけゅけ おけくすさけかは いぇしすさけえとうおけき うかう いぇおぇいつうおけき,
37. さぇぉけすに こけ けしせとっしすゃかっくうの しすさけうすっかぬくけゅけ おけくすさけかは こさうゃかっおぇっきにき いぇしすさけえとうおけき うかう いぇおぇいつうおけき くぇ 

けしくけゃぇくうう ょけゅけゃけさぇ そういうつっしおうき うかう のさうょうつっしおうき かうちけき,
32. さぇぉけすに こけ けしせとっしすゃかっくうの しすさけうすっかぬくけゅけ おけくすさけかは いぇしすさけえとうおけき うかう こさうゃかっおぇっきにき いぇしすさけえとうおけき 

うかう いぇおぇいつうおけき くぇ けしくけゃぇくうう ょけゅけゃけさぇ のさうょうつっしおうき かうちけ うかう うくょうゃうょせぇかぬくにき こさっょこさうくうきぇすっかっき.  
《╇′┿′]¨╁｠╄ ‶¨╉┿╆┿〈╄╊╇ ‶¨ ]¨]〈¨ぅ′╇ぃ ′┿ 01.10.2010 ゅ.
そうくぇくしけゃにえ さっいせかぬすぇす いぇ 9 きっしはちっゃ 2010 ゅけょぇ – こさうぉにかぬ 2 496 000 させぉかっえ;
こけ しけしすけはくうの くぇ 01.10.2010 ゅ. (ぉせたゅぇかすっさしおうえ ぉぇかぇくし いぇ 9 きっしはちっゃ 2010 ゅけょぇ) さぇいきっさ おさっょうすけさしおけえ いぇ-

ょけかあっくくけしすう しけしすぇゃうか 36 956 000 させぉかっえ, さぇいきっさ ょっぉうすけさしおけえ いぇょけかあっくくけしすう しけしすぇゃうか  41 928 000 させぉかっえ. 
2. ╇′《¨[╋┿『╇ぅ ¨ ‶[¨╄╉〈╄ ]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁┿

¨ 『╄╊╇ ‶[¨╄╉〈┿ ]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁┿
]すさけうすっかぬしすゃけ ょっゃはすうねすぇあくけゅけ あうかけゅけ ょけきぇ ゃ ゅけさけょっ ╀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, さぇしこけかけあっくくけゅけ 

くぇ いっきっかぬくけき せつぇしすおっ 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. ]こけさすうゃくぇは, 8 う くぇ いっきっかぬくけき 
せつぇしすおっ 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, 17 き くぇ ゃけしすけお けす きくけゅけおゃぇさすうさくけゅけ あうかけゅけ ょけきぇ 
こけ せか. ]こけさすうゃくけえ, 4.

ぁ〈┿‶｠ ╇ ][¨╉╇ [╄┿╊╇╆┿『╇╇ ‶[¨╄╉〈┿.
′ぇつぇかけ しすさけうすっかぬしすゃぇ: 25 ぇゃゅせしすぇ 2010 ゅけょ.
‶かぇくけゃにえ しさけお けおけくつぇくうは しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす: III おゃぇさすぇか 2012 ゅけょぇ.
[╄╆〉╊を〈┿〈｠ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╈ ぁ╉]‶╄[〈╇╆｠ ‶[¨╄╉〈′¨╈ ╃¨╉〉╋╄′〈┿『╇╇.
‶けかけあうすっかぬくけっ いぇおかのつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ねおしこっさすういに わ 66-1-4-0052-11/10-0232-2 けす 27.01.2011 ゅ., 

ゃにょぇくくけっ ╂けしせょぇさしすゃっくくにき ぇゃすけくけきくにき せつさっあょっくうっき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう «〉こさぇゃかっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 
ねおしこっさすういに»: こさけっおすくぇは ょけおせきっくすぇちうは しけけすゃっすしすゃせっす すさっぉけゃぇくうはき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ [《, すったくうつっしおうた 
さっゅかぇきっくすけゃ, くけさきぇすうゃくけ–すったくうつっしおうた ょけおせきっくすけゃ う さっいせかぬすぇすぇき うくあっくっさくにた ういにしおぇくうえ; さっいせかぬすぇすに 
うくあっくっさくにた ういにしおぇくうえ しけけすゃっすしすゃせのす すさっぉけゃぇくうはき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ [《 う くけさきぇすうゃくけ-すったくうつっしおうた 
ょけおせきっくすけゃ.

¨ [┿╆[╄【╄′╇╄ ′┿ ]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁¨.
[ぇいさってっくうっ くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ ゃにょぇくけ ╂かぇゃけえ ╀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 25 ぇゃゅせしすぇ 2010 ゅけょぇ いぇ わ 

RU66304000- 052-10.
¨ ‶[┿╁┿》 ╆┿]〈[¨╈】╇╉┿ ′┿ ╆╄╋╄╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
‶さぇゃけ くぇ いっきかの –  ぇさっくょぇ.
]けぉしすゃっくくうお いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ – ╀っさっいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ けおさせゅ
‶かけとぇょぬ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ – 6138 き2.
╉ぇょぇしすさけゃにえ くけきっさ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ – 66:35:0105002:435
‶さぇゃけせしすぇくぇゃかうゃぇのとうえ ょけおせきっくす – ╃けゅけゃけさ ぇさっくょに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ わ 01 けす 15 はくゃぇさは 2010 

ゅけょぇ, いぇさっゅうしすさうさけゃぇく 〉こさぇゃかっくうっき 《っょっさぇかぬくけえ さっゅうしすさぇちうけくくけえ しかせあぉに こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
15.02.2010 ゅけょぇ いぇ わ 66-66-32/002/2010-075.

╋っしすけこけかけあっくうっ: ]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. ]こけさすうゃくぇは, 8.
‶さぇゃけ くぇ いっきかの –  ぇさっくょぇ.
]けぉしすゃっくくうお いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ – ╀っさっいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ けおさせゅ
‶かけとぇょぬ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ –  4577 き2.
╉ぇょぇしすさけゃにえ くけきっさ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ – 66:35:0105002:451
‶さぇゃけせしすぇくぇゃかうゃぇのとうえ ょけおせきっくす – ╃けゅけゃけさ ぇさっくょに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ わ 11 けす 06 うのかは 2010 ゅけょぇ, 

いぇさっゅうしすさうさけゃぇく 〉こさぇゃかっくうっき 《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 16.07.2010 ゅけょぇ いぇ わ 66-66-32/042/2010-019.

╋っしすけこけかけあっくうっ: ]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, 17 き くぇ ゃけしすけお けす きくけゅけおゃぇさすうさくけゅけ あうかけゅけ 
ょけきぇ こけ せか. ]こけさすうゃくけえ, 4.

ぁかっきっくすに ぉかぇゅけせしすさけえしすゃぇ – くぇ けすゃっょっくくけき せつぇしすおっ いぇこさけっおすうさけゃぇくに こかけとぇょおう ょかは うゅさ ょっすっえ, ょかは 
けすょにたぇ ゃいさけしかにた, ょかは いぇくはすうえ そういおせかぬすせさけえ う こかけとぇょおぇ ょかは けすょにたぇ, こぇさおけゃおぇ. ̈ いっかっくっくうっ こさっょせしきぇすさうゃぇっす 
せしすさけえしすゃけ ゅぇいけくけゃ, こけしぇょおせ ょっさっゃぬっゃ う おせしすぇさくうおけゃ.

¨ ╋╄]〈¨‶¨╊¨╅╄′╇╇ ╇ ¨╀ ¨‶╇]┿′╇╇
9-すう ねすぇあくにえ こはすうしっおちうけくくにえ あうかけえ ょけき ぉせょっす くぇたけょうすぬしは 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. ]こけさすうゃくぇは, ょ. 8. ╂かぇゃくにえ そぇしぇょ ょけきぇ ゃにたけょうす くぇ せかうちせ ]こけさすうゃくせの くぇ しっゃっさくせの しすけさけくせ, 
ょゃけさけゃけえ そぇしぇょ けさうっくすうさけゃぇく くぇ のあくせの しすけさけくせ, ぉけおけゃにっ そぇしぇょに – くぇ ゃけしすけつくせの う いぇこぇょくせの しすけさけくに. 
¨すょっかおぇ そぇしぇょけゃ – かうちっゃけえ おうさこうつ おさぇしくけゅけ う こっしけつくけゅけ ちゃっすけゃ, けおくぇ う ぉぇかおけくくにっ ぉかけおう うい ‶╁》-こさけそうかは 
ぉっかけゅけ ちゃっすぇ, けしすっおかっくうっ かけょあうえ うい ぇかのきうくうっゃけゅけ こさけそうかは ぉっかけゅけ ちゃっすぇ.

‶さけっおすけき こさっょせしきけすさっくけ:
97 けょくけおけきくぇすくにた おゃぇさすうさ: こかけとぇょぬ おゃぇさすうさに けす 33,07 き2 ょけ 38,98 き2, こかけとぇょぬ かけょあうう けす 3,05 き2 ょけ 3,53 き2,

97 ょゃせたおけきくぇすくにた おゃぇさすうさ: こかけとぇょぬ おゃぇさすうさに けす 53,89 き2 ょけ 65,10 き2, 
こかけとぇょぬ かけょあうう けす 3,91 き2ょけ 4,21 き2,

18 すさったおけきくぇすくにた おゃぇさすうさ: こかけとぇょぬ おゃぇさすうさに けす 70,54 き2 ょけ 76,09 き2, 
こかけとぇょぬ かけょあうう けす 3,91 き2 ょけ 3,93 き2.

╅うかけえ ょけき ゃにこけかくっく うい おうさこうつぇ, おけかけょちっゃぇは おかぇょおぇ し いぇかけあっくうっき 
ねそそっおすうゃくけゅけ せすっこかうすっかは, くぇさせあくにっ しすっくに - おうさこうつ «こけょ さぇしてうゃおせ». 
‶かうすに こっさっおさにすうは – しぉけさくにえ あっかっいけぉっすけく し きけくけかうすくにきう せつぇしすおぇきう. 
╁たけょくにっ ょゃっさう ゃ おゃぇさすうさせ – きっすぇかかうつっしおうっ. 

¨ ]¨]〈┿╁╄ ¨╀】╄╂¨ ╇╋〉】╄]〈╁┿ ╁ ╋′¨╂¨╉╁┿[〈╇[′¨╋ 
╃¨╋╄

╋っあおゃぇさすうさくにっ かっしすくうつくにっ こかけとぇょおう, かっしすくうちに, ねかっおすさけとうすけゃにっ, 
おけきくぇすに せぉけさけつくけゅけ うくゃっくすぇさは, かうそすに, かうそすけゃにっ てぇたすに,  おけさうょけさに, 
すったくうつっしおうっ ねすぇあう, おさにてう, けゅさぇあょぇのとうっ う くっしせとうっ おけくしすさせおちうう ょけきぇ, 
きったぇくうつっしおけっ, ねかっおすさうつっしおけっ, しぇくうすぇさくけ-すったくうつっしおけっ けぉけさせょけゃぇくうっ, 
くぇたけょはとっっしは ゃ ょけきっ. 

¨ ‶[╄╃‶¨╊┿╂┿╄╋¨╋ ][¨╉╄ ‶¨╊〉』╄′╇ぅ [┿╆[╄【╄′╇ぅ ′┿ 
╁╁¨╃ ╁ ぁ╉]‶╊〉┿〈┿『╇ぃ, ¨[╂┿′╄, 〉‶¨╊′¨╋¨』╄′′¨╋ ′┿ 
╁｠╃┿』〉 [┿╆[╄【╄′╇ぅ ′┿ ╁╁¨╃.

‶さっょこけかぇゅぇっきにえ しさけお こけかせつっくうは さぇいさってっくうは くぇ ゃゃけょ ょけきぇ ゃ 
ねおしこかせぇすぇちうの: III おゃぇさすぇか 2011 ゅけょぇ.

¨さゅぇく, せこけかくけきけつっくくにえ くぇ ゃにょぇつせ さぇいさってっくうは くぇ ゃゃけょ, - ╂かぇゃぇ 
╀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. 

¨ ╁¨╆╋¨╅′｠》 《╇′┿′]¨╁｠》 ╇ ‶[¨』╇》 [╇]╉┿》

¨ぉにつくにっ たけいはえしすゃっくくにっ さうしおう, しゃはいぇくくにっ し けしせとっしすゃかっくうっき 
こさっょこさうくうきぇすっかぬしおけえ ょっはすっかぬくけしすう. ╁ しかせつぇっ ゃけいくうおくけゃっくうは 
けぉしすけはすっかぬしすゃ くっこさっけょけかうきけえ しうかに, ゃ すけき つうしかっ: しすうたうえくにっ ぉっょしすゃうは, 
ゃけっくくにっ ょっえしすゃうは かのぉけゅけ たぇさぇおすっさぇ, さってっくうは こさぇゃうすっかぬしすゃっくくにた 
けさゅぇくけゃ うしこけかくっくうっ けぉはいぇすっかぬしすゃ けすけょゃうゅぇっすしは しけさぇいきっさくけ ゃさっきっくう 
ょっえしすゃうは ねすうた けぉしすけはすっかぬしすゃ.

╋っさに こけ ょけぉさけゃけかぬくけきせ しすさぇたけゃぇくうの いぇしすさけえとうおけき さうしおけゃ:
╆ぇしすさぇたけゃぇくぇ ゅさぇあょぇくしおぇは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, おけすけさぇは きけあっす 

くぇしすせこうすぬ ゃ しかせつぇっ こさうつうくっくうは ゃさっょぇ ゃしかっょしすゃうっ くっょけしすぇすおけゃ さぇぉけす, 
おけすけさにっ けおぇいにゃぇのす ゃかうはくうっ くぇ ぉっいけこぇしくけしすぬ けぉなっおすけゃ おぇこうすぇかぬくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ.

‶かぇくうさせっきぇは しすけうきけしすぬ しすさけうすっかぬしすゃぇ けぉなっおすぇ 309 561 073 させぉかっえ.

¨ ‶╄[╄』′╄ ¨[╂┿′╇╆┿『╇╈, ¨]〉】╄]〈╁╊ぅぃ】╇》 ¨]′¨╁′｠╄ 
]〈[¨╇〈╄╊を′¨-╋¨′〈┿╅′｠╄ ╇ ╃[〉╂╇╄ [┿╀¨〈｠ (‶¨╃[ぅ╃』╇-
╉¨╁)

‶さけっおすうさけゃとうお – ¨¨¨ «╉う╋-┿さょう» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ 
╃けゅけゃけさ ゅっくっさぇかぬくけゅけ こけょさはょぇ くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ – ¨¨¨ «┿さしっくぇか-

′‶『» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ う ¨¨¨ ]‶╉ «┿さしっくぇか» 
]すさけうすっかぬくにえ おけくすさけかぬ – ¨¨¨ «┿さしっくぇか う ╉» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ 

¨ ]‶¨]¨╀╄ ¨╀╄]‶╄』╄′╇ぅ ╇]‶¨╊′╄′╇ぅ ¨╀ぅ╆┿〈╄╊を]〈╁ 
╆┿]〈[¨╈】╇╉┿ ‶¨ ╃¨╂¨╁¨[〉

¨ぉはいぇすっかぬしすゃぇ ╆ぇしすさけえとうおぇ けぉっしこっつうゃぇのすしは いぇかけゅけき ゃ こけさはょおっ 
しす.しす. 13-15 《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ わ 214-《╆ けす 30.12.2004 ゅ.

¨╀ ╇′｠》 ╃¨╂¨╁¨[┿》 ╇ ]╃╄╊╉┿》, ′┿ ¨]′¨╁┿′╇╇ ╉¨〈¨[｠》 
‶[╇╁╊╄╉┿ぃ〈]ぅ ╃╄′╄╅′｠╄ ][╄╃]〈╁┿ ╃╊ぅ ]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁┿

╃けゅけゃけさ わ ]8 けぉ うくゃっしすうちうけくくけえ ょっはすっかぬくけしすう けす 01.09.2010 ゅ., 
いぇおかのつっくくにえ きっあょせ ̈ ¨¨ «┿さしっくぇか う ╉» う ‶けすさっぉうすっかぬしおうき あうかうとくけ-
しすさけうすっかぬくにき おけけこっさぇすうゃけき «]こけさすうゃくぇは, 8».
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ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, ゅょっ 

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

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

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

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





ÎÊÍÀ
 • ずだがぐごご
• ゐんずとだぞぼ

• でぎざぱ-がゑぎづご

Ü¿. とíë¿í ぜíë¡ïí, 10 (öñëëóöÜëó　 ゐぜがと).
 (34369) 4-36-02, (343) 213-14-04, 8-950-209-58-67

[╄╉╊┿╋┿

1300

1
4
0
0

òåðìîìåòð 

â ïîäàðîê

ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• けぉさっいくぇは ょけしおぇ -

けす 3000 させぉ.
• くっけぉさっいくぇは ょけしおぇ - 

けす 1500 させぉ. 
• ぉさせし • ぉさせしけお

• ゅけさぉにかぬ • しさっいおぇ
• ゃぇゅけくおぇ 

• こけかけゃぇは ょけしおぇ
8-919-37-41-219
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]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

{ ╊っしすくうちに, こっさうかぇ 
{ ╆ぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848
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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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╉〉‶╄-‶[¨╄╉〈
- 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

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

づぎとずんぜん

づぎとずんぜん

╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, 
╆┿╀¨[｠

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

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

{ öâåòû èñêóñòâåííûå
{ âåíêè, êîðçèíû

óë. Áðóñíèöûíà
(у входа на кладбище)

ぢëñÑçíëóöñ¿áÖ▲ú £í¡í£ Öí ó£Ññ¿ó　 –
ï¡óÑ¡í 10%. ぢñÖïóÜÖñëí½ äÜïöÜ　ÖÖí　 
ï¡óÑ¡í – 10%

8-965-51-89-507

[╄
╉╊

┿╋
┿

╊╄』╄′╇╄:
• ごïäÜÇí  • づÜ¢ó

• でÇ¿í£í  • ゎë▲¢ó
• でÜöë　ïñÖó　 

ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ½Ü£Çí ó Ñë.

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

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

8-950-20-98-866

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

]くはすうっ すはゅう お ぇかおけゅけかの
きっすけょけき おけょうさけゃぇくうは

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

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
おか

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.
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‶っさゃにえ 〈╁『

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

ぅ╆｠╉╄)
10.50 «〉╊｠╀′╇]を!»
11.00 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 ╋. ╉┿╋┿╊, ]. ]┿╈╃┿【╄╁. «》┿《╇╆┿╊ぅ╋, ╃¨-

[¨╂┿ぅ». ]‶╄╉〈┿╉╊を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇»
13.30, 03.30 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《 «╆┿[╇]¨╁-

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

〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.45 «【╉¨╊┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00 «〈╇′-╉╊〉╀»
15.20 «TAT-MUSIC»
15.30, 01.20 ╇. 《[┿′╉¨. «〉╉[┿╃╄′′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を». 

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

16.45, 22.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 
ぅ╆｠╉╄)

17.00  «【┿》[╇ぅ[». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
19.00 》¨╉╉╄╈. ╉〉╀¨╉ ╂┿╂┿[╇′┿
22.00 «〈┿〈┿[╊┿[» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
00.30 «╁╊┿╃｠╉┿ ╋¨[╄╈». ╃/《

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ ╉┿‶╉┿′»
22.30 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.50 》/《 «╉¨′╄『 ]╁╄〈┿»
03.00 ′¨╁¨]〈╇
03.05 》/《 «╉[¨【╉┿ ╇╆ ╀╄╁╄[╊╇ 

》╇╊╊╆»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «╁╊┿╃ ╂┿╊╉╇′. 〈[〉╃-

′¨ ╀｠〈を ╂╄[¨╄╋...»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00╀ 14.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «[〉]]╉╇╈ 【¨╉¨╊┿╃»
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

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

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

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁』╄[┿ ╆┿╉¨′』╇╊┿]を 

╁¨╈′┿»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╋┿〈[╇『┿: ‶╄[╄╆┿-

╂[〉╆╉┿»
02.55 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
04.00 ╂¨[¨╃¨╉
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

【╄]〈╁╇╄»
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!»
10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.30 〈/] «』┿] ╁¨╊╉¨╁┿»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

《¨′┿[╄╈»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.40 〈/] «‶¨╂¨′ぅ ╆┿ 〈╄′をぃ»
21.40 〈/] «╆╁╄[¨╀¨╈»
22.35 》/《 «〉‶┿]〈を ╁╁╄[》»
00.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»
00.50 《〉〈╀¨╊. ╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠ 

〉ぁ《┿. «〈╁╄′〈╄» (╂¨╊╊┿′-
╃╇ぅ) - «[〉╀╇′» ([¨]]╇ぅ). 
‶[ぅ╋┿ぅ 〈[┿′]╊ぅ『╇ぅ

03.00 «╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠ 〉╄《┿. 
¨╀╆¨[»

03.30 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╀╄╂ ╇′¨》¨╃『┿»
12.00 ‶[¨╁╇′『╇┿╊を′｠╄ ╋〉╆╄╇
12.30 ╃/] «╋╄〈[¨‶¨╊╇╇»
13.25 〈[╄〈をぅ╉¨╁╉┿
14.00 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を «╋╄╂[ぁ 

╉¨╊╄╀╊╄〈]ぅ»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.05 〈╄, ] ╉¨〈¨[｠╋╇ ぅ...
17.30, 20.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.45 ╉¨′『╄[〈 ┿′]┿╋╀╊ぅ 〈┿′-

『┿ «【┿[┿〈｠′»
18.35 ╃/] «╋╄〈[¨‶¨╊╇╇»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
22.25 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╉¨╊｠╀╄╊を′｠╄»
01.15 ┿.╃╁¨[╅┿╉. ]╄[╄′┿╃┿
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.05, 13.10 «[╄╈〈╇′╂»
6.35 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
7.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40, 21.00 «10 +»
10.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
10.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
11.00, 14.00, 18.30 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.40, 00.00, 03.25 ╁╄]〈╇.RU
14.30, 16.00 ]╉╄╊╄〈¨′
15.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
17.20 ╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
19.00 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.20 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.25 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/4 《╇′┿╊┿ 

╉¨′《╄[╄′『╇╇ «╆┿‶┿╃»
00.15 ╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
02.20 «′┿〉╉┿ 2.0»
02.50, 03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 》/《 «‶╄[╁｠╈ 〈[¨╊-

╊╄╈╀〉]»
10.05, 11.45 》/《 «]′┿╈‶╄[. ̈ [〉-

╅╇╄ ╁¨╆╋╄╆╃╇ぅ»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.35 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.40 «╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇»
19.05 〈/] «《¨[╋〉╊┿ ]〈╇》╇╇»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ‶¨╃ ′┿╃-

╆¨[¨╋»
22.55 «》[¨′╇╉╇ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ 

╀｠〈┿. ]〈┿╊╇′╉┿»
00.20 》/《 «‶¨》╇】╄′′｠╈»
02.05 》/《 «』╄╋‶╇¨′ ╋╇[┿»
03.45 》/《 «╁╄]╄′′╇╄ 》╊¨-

‶¨〈｠»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «╋｠ - ╊╄╂╄′╃｠»
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30, 20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ 

‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
21.00 》/《 «[¨╀╇′ ╂〉╃, ╇╊╇ 

╋╊┿╃╄′╄『 ′┿ 〈[╇]〈┿ 
╋╇╊╊╇¨′¨╁ ╃¨╊╊┿[¨╁»

23.20 ╃¨╋-2
00.55 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.25 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.20 》/《 «╋┿╋┿ ╇ ‶┿‶┿ ]‶┿-

]┿ぃ〈 ╋╇[»
04.15 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.15 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.25 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

4.10 》/《 «╉[┿]′┿ぅ ‶╊¨】┿╃を»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 》/《 «╉〈¨ ╆┿‶╊┿〈╇〈 ╆┿ 

〉╃┿』〉?»
10.30 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «╃╁¨╄ ╇╆ ╊┿[『┿»
12.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
14.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.15 «╋┿]╉╇-【¨〉»
18.15 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
18.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
21.00 》/《 «╊╄╂╉╇╄ ╃╄′を╂╇»
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ ] ‶╇]〈¨-

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

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.10, 23.00 «ぁ╉]〈[╄′-

′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.20 》/《 «╆┿‶[╄】╄′′┿ぅ [╄-

┿╊を′¨]〈を»
17.00 «』╄]〈′¨»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
21.00 〈/] «╀¨╄『»
22.00 «[╄┿╊を′¨]〈を»
00.00 》/《 «╉¨╃╄╉] ╁¨[┿»
01.55 «』╄]〈′¨»
03.00 «‶¨╉╄[»
0 4 . 0 0  « ] ╄ ╉ [ ╄ 〈 ′ ｠ ╄  〈 ╄ [ -

[╇〈¨[╇╇»

6.00 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 
]〈¨〉′»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.30 》/《 «‶┿╃╄′╇╄ «』┱[′¨╂¨ 

ぅ]〈[╄╀┿»
13.10 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 》/《 «╁]┱ ╇╊╇ ′╇』╄╂¨»
23.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 ╀¨╄╁╇╉ «¨╃′┿╅╃｠ ′┿ 

╃╇╉¨╋ ╆┿‶┿╃╄»
04.15 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.10 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15, 9.30 «DE FACTO»
5.35 ]‶╄『‶[¨╄╉〈 〈┿〉
6.35 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «[╄╆¨′┿′]»
10.20 «〈╁¨╇ ╂╄[¨╇, 〉[┿╊». ╊╄¨′╇╃ ‶┿╃〉╉¨╁
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╉┿╋╄[〈¨′»
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05, 22.00 〈/] «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀[¨′╄‶¨╄╆╃»
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.55 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 25 ôåâðàëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

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

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

ぅ╆｠╉╄)
07.50 «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»
09.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
10.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»
11.30 «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
12.00, 03.00 «‶╊｠╁〉〈 ¨╀╊┿╉┿…». 100-╊╄〈╇ぃ 

》┿]┿′┿ 〈〉《┿′┿
13.05 «╋¨╈ ¨〈╄『 – ┿╊╄╉]┿′╃[ ╉╊ぃ』┿[╄╁»   
13.25 «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»
13.40 «′ぁ‶»
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
14.45 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 〈┿╈′｠》 

┿╂╄′〈¨╁» 
15.15 «〈┿′『〉╄╋ ╇ ‶¨╄╋!»
15.30  ╇. 《[┿′╉¨. «〉╉[┿╃╄′′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を». ]‶╄╉-

〈┿╉╊を, 2-ぅ 』┿]〈を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.45, 22.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
17.00 «【┿》[╇ぅ[». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
18.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00  》¨╉╉╄╈. ╉〉╀¨╉ ╂┿╂┿[╇′┿
22.00 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
23.00 «〈┿╈′｠╈ ╆′┿╉». 〈/]
01.00 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
01.30 «‶[¨╀〉╅╃╄′╇╄ ]╋╄[〈╇». 》/《

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

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

╉╇: ┿╊╄╉]┿′╃[┿ ‶┿》╋〉-
〈¨╁┿»

23.50 》/《 «[╄]〈╊╄[»
02.00 》/《 «╃╇╉╇╄ ]╄[╃『╄╋»
04.20 〈/] «╂[ぅ╆′｠╄ ╋¨╉[｠╄ 

╃╄′を╂╇»
05.10 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

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

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

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

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

╊｠【╇!
21.00 ぃ[╋┿╊┿
22.35 》/《 «〈╄』╄〈 [╄╉┿ ╁¨╊╂┿»
00.35 》/《 «╋┿[] ┿〈┿╉〉╄〈!»
02.45 》/《 «《[╄╃╃╇ ‶[¨〈╇╁ 

╃╅╄╈]¨′┿»

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

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

′¨╄ ╃╄╊¨»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

《¨′┿[╄╈»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «‶¨╂¨′ぅ ╆┿ 〈╄′をぃ»
21.30 «╁〈¨[┿ぅ 〉╃┿[′┿ぅ. ‶[╄-

╃┿′′┿ぅ ┿[╋╇ぅ ╁╊┿]¨╁┿». 
《╇╊を╋ ┿╊╄╉]╄ぅ ‶╇╁¨-
╁┿[¨╁┿

23.05 》/《 «╆┿‶[╄〈 ′┿ ╊ぃ╀¨╁を»
01.00 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃»
01.50 》/《 «′¨╁╇』¨╉»
04.10 》/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 〈┿[-

╆┿′┿ ╁ ╃╅〉′╂╊ぅ》»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «[┿′′╇╄ ╅〉[┿╁╊╇»
12.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.30 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.00 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を «╋╄╂[ぁ 

╉¨╊╄╀╊╄〈]ぅ»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.05 〈╄, ] ╉¨〈¨[｠╋╇ ぅ...
17.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.50 ╀╇╊╄〈 ╁ ╀¨╊を【¨╈
18.35 ╃/] «╃╁¨[『｠ ╄╁[¨‶｠»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ‶¨]╁ぅ】╄′╇╄ ╇]┿┿╉〉 

【╁┿[『〉
20.40 》/《 «‶¨╊〉[〉]]╉┿ぅ ╇]-

〈¨[╇ぅ»
22.20 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
23.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.10 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
01.55 ╃/] «╃╁¨[『｠ ╄╁[¨‶｠»

5.25, 01.15 TOP GEAR
6.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
7.00 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.20 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
9.20 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
9.45 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
10.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
10.45, 14.15, 00.50, 03.30 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.00 》/《 «‶〉〈を ¨[〉╅╇ぅ»
13.00, 14.30 ]╉╄╊╄〈¨′
14.00, 00.20, 04.45 ╁╄]〈╇.RU
15.30 》/《 «〈╄′を»
17.55, 21.00 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/4 

《╇′┿╊┿ ╉¨′《╄[╄′『╇╇ 
«╁¨]〈¨╉»

20.15 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.35 «10 +»
20.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.50 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
23.15 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
23.45 «╆╃¨[¨╁を╄»
02.20 ╀¨╉]
03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25, 11.45 》/《 «〈〉╋┿′ [┿]]╄-

╇╁┿╄〈]ぅ»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
12.50 ╃/《 «╁╊┿╃╇]╊┿╁ ╂┿╊╉╇′. 

╁｠╈〈╇ ╇╆ [¨╊╇»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.35 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄ ‶┿[′╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.35 》/《 «¨〈『｠ ╇ ╃╄╃｠»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 00.10 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 «╋〉╅』╇′┿ ╃╊ぅ ╅╇╆′╇». 

╉¨╋╄╃╇ぅ
23.05 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
00.45 «╇╂[┿ ╁ 』╄〈｠[╄ [〉╉╇». 

╉¨╋╄╃╇ぅ
02.50 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ‶¨╃ ′┿╃-

╆¨[¨╋»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.35 》/《 «[¨╀╇′ ╂〉╃, ╇╊╇ 

╋╊┿╃╄′╄『 ′┿ 〈[╇]〈┿ 
╋╇╊╊╇¨′¨╁ ╃¨╊╊┿[¨╁»

18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 [┿]-

]╊╄╃¨╁┿′╇╄
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 COMEDY ╀┿〈〈╊. 〈〉[′╇
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 》/《 «╆╃╄]を ╉〉[ぅ〈»
03.45 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.45 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

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

╁┿[╇】┿»
23.00, 02.55 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.25 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.00 «『╄′′｠╄ ′¨╁¨]〈╇. ╆╃¨-

[¨╁を╄»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╊╄╂╉╇╄ ╃╄′を╂╇»
02.40 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.40 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00, 18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 23.00 «ぁ╉]〈[╄′-

′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╉¨╃╄╉] ╁¨[┿»
17.00 «』╄]〈′¨»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╀¨╄『»
22.00 «[╄┿╊を′¨]〈を»
23.30 «╀〉′╉╄[ NEWS»
00.30 «╉〈¨ ╆╃╄]を ╆╁╄╆╃┿? 

╇╃╄┿╊を′¨╄ ╇′〈╄[╁をぃ»
01.00 》/《 «╋╇]]╇ぅ ╁｠‶¨╊-

′╇╋┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 
]〈¨〉′»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
2 1 . 0 0  ╀ ¨ ╄ ╁ ╇ ╉  « 〈 [ ┿ ′ ] -

《¨[╋╄[｠»
23.40 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
00.25 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ╇ ‶[¨』╇╄ 

′╄‶[╇ぅ〈′¨]〈╇»
02.15 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
03.05 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.05 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
16.05, 22.00 〈/] «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀[¨′╄‶¨╄╆╃»
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. 

╉〉╊を〈〉[┿»
19.15 ╃/《 «╀╇〈╁┿ 〈╇〈┿′¨╁»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.35 «〉╂╋╉. ′┿【╇ ′¨╁¨]〈╇»
23.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.55 «┿╁〈¨╀┿′»
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‶っさゃにえ 〈╁『

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
09.20 《╇╊を╋ – ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿»
11.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.00 «┿╃｠╋′┿[»
12.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
13.00 «‶¨ぁ╆╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
13.30  ┿. ╂╇╊ぅ╆¨╁. «[┿′┿». ]‶╄╉〈┿╉╊を (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇» (′┿ 

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.30  «‶[¨《]¨ぃ╆ – ]¨ぃ╆ ]╇╊を′｠》»
16.40 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.10  «╉╁′-2011»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.30 «╀╄╆ ╂[╇╋┿». 〈/《 «╁╊ぃ╀╊╄′┿ [┿╆ ╇ ′┿╁]╄╂-

╃┿». ′┿╅╇╀┿ ╇》]┿′¨╁┿
19.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
19.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

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

5.35 》/《 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を ╊ぃ╀╇-

╋┿ぅ!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «]╋┿╉»
10.50 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
12.15 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
13.10 «┿′′╄ ╁╄]╉╇. ╂¨[ぅ』┿ぅ 

ぁ]〈¨′]╉┿ぅ ╅╄′】╇′┿»
14.20 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ╀╄╆ 

┿╃[╄]┿»
16.00 [¨]]╇ぅ ̈ 〈 ╉[┿ぅ ╃¨ ╉[┿ぅ. 

«]╇╀╇[を»
16.50 ′¨╁｠╈ «╄[┿╊┿【»
17.10 》/《 «╊ぃ╀¨╁を-╋¨[╉¨╁を»
19.10 》/《 «╊ぃ╀¨╁を-╋¨[-

╉¨╁を 2»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
2 1 . 1 5  « 〈 ┿ ╊ ╇ ] ╋ ┿ ′ ╇ ぅ . 

]¨』╇-2014». 《╇′┿╊
23.10 》/《 «『┿[]〈╁¨ ′╄╀╄]′¨╄»
01.50 》/《 «╁[╄╋╄′┿ ╂¨╃┿»
03.50 〈/] «╂[ぅ╆′｠╄ ╋¨╉[｠╄ 

╃╄′を╂╇»
05.30 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 》/《 «╁┿╊╄′〈╇′ ╇ ╁┿╊╄′-
〈╇′┿»

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

╂╇ «╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.45 «╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を»
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.20 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.50 ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿
12.20 〈/] «]╄[╃『╄ ╋┿〈╄[╇»
14.30 〈/] «]╄[╃『╄ ╋┿〈╄[╇»
16.20 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
18.15 ╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇¨′¨╁
19.20 》/《 «╀╄╊｠╄ [¨╆｠ ′┿-

╃╄╅╃｠»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 》/《 «╀╄╊｠╄ [¨╆｠ ′┿-

╃╄╅╃｠»
23.50 ╃╄╁』┿〈┿
00.20 》/《 «╉[¨╁┿╁｠╈ ┿╊╋┿╆»
03.20 》/《 «╀¨╊を【¨╈ ]¨′»

5.30 〈/] «┿╁〈¨╀〉]»
7.25 «]╋¨〈[»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』»
8.50 «╇》 ′[┿╁｠»
9.25 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!»
10.20 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿»
10.55 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄-

╃╇′¨╉»
12.00 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
13.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!»
14.00 «〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿»
16.20 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ]╊¨╁¨»
17.30 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿»
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[
19.55 «‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋»
20.55 «[〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇»
21.55 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»
22.50 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂ 
00.15 》/《 «╉¨╀[┿»
02.00 》/《 «〈[〉‶ ′╄╁╄]〈｠ 〈╇╋┿ 

╀╄[〈¨′┿»
03.25 «′┿╉┿╆┿′╇╄»
04.35 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
10.40 》/《 «]〈┿[【╇′┿»
12.05 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.35 》/《 «╉┿‶╇〈┿′ ╉[¨╉〉] 

╇ 〈┿╈′┿ ╋┿╊╄′を╉╇》 ╆┿-
╂¨╁¨[】╇╉¨╁»

13.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.20 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿ 

] ┿╊╄╉]┿′╃[¨╋ 》┿╀〉[-
╂┿╄╁｠╋

14.50 ̈ 』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨ぅ〈′¨╄
15.20 ╁¨╉╆┿╊ ╋╄』〈｠
16.00 ╁╄╊╇╉╇╄ [¨╋┿′｠ 》》 ╁╄╉┿
16.30 ]‶╄╉〈┿╉╊を «╀╄╆〉╋′｠╈ 

╃╄′を, ╇╊╇ ╅╄′╇〈を╀┿ 
《╇╂┿[¨»

18.55 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
19.35 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
20.20 》/《 «【〉╋′｠╈ ╃╄′を»
21.55 ╃/《 «〈┿╉¨╁┿ ╅╇╆′を»
22.35 ╃/《 «╉[╄‶¨]〈を»
01.00 ╂╄[¨╇ ╀╊ぃ╆┿
01.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
02.25 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋

5.15 TOP GEAR
6.20 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
6.35 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
7.05 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 ╁╄]〈╇/╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
10.25 «10 +»
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
11.25 》/《 «〈╄′を»
13.25, 17.40, 01.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
13.45 «╆┿╃┿╈ ╁¨‶[¨] ╋╇′╇-

]〈[〉»
14.25 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
15.40, 01.45 ╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
17.55 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
19.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
20.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
20.30 ╋╄╊を′╇『┿
21.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
21.30 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/4 《╇′┿╊┿ 

╉¨′《╄[╄′『╇╇ «╆┿‶┿╃»
23.45 ╀¨╉]
03.00 ╀¨╀]╊╄╈
04.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

5.15 》/《 «[┿╆[╄【╇〈╄ 〈╄╀ぅ ‶¨-
『╄╊¨╁┿〈を»

7.10 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
7.40 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.10 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.30 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨-

‶╄╃╇ぅ»
8.55 ╃/《 «╉¨‶を┱ ╊¨′╂╇′┿»
9.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.55 》/《 «╇╊をぅ ╋〉[¨╋╄『»
11.30, 17.30, 00.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄»
12.30 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]-

╊¨╋〉»
13.20 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
14.00 》/《 «》¨』〉 ╁ 〈ぃ[を╋〉»
15.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 «╋╇》┿╇╊ ‶╊¨〈╉╇′. ]¨╆-

╃┿〈╄╊を ╆╁┱╆╃»
19.10 》/《 «╊┿′╃｠【 ]╄[╄╀[╇]〈｠╈»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «╁]╄ ╃¨╊╅′｠ 〉╋╄[╄〈を»
01.00 》/《 «《╄′¨╋╄′»
03.20 》/《 «╋〉╅』╇′┿ ╃╊ぅ ╅╇╆′╇»
05.30 «╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇»

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

19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 》/《 «╁╊┿]〈╄╊╇′ ╉¨╊╄『: 

╀[┿〈]〈╁¨ ╉¨╊を『┿»
23.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.35 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
01.05 》〉 ╇╆ 》〉
01.40 》/《 «╅╇╆′を ╇╊╇ 』〈¨-〈¨ 

╁ ぁ〈¨╋ [¨╃╄»
03.40 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
04.10 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.10 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.20 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

6.30 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «]〈╄′╃»
7.15 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
7.30 ′¨╁¨]〈╇
8.00 《ぁ′〈┿╆╇ «╉┿╊¨【╇ ]』┿-

]〈をぅ»
9.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.45 》/《 «╂¨]‶¨╃┿ ¨《╇『╄-

[｠», 1-8 ]╄[╇╇
18.20 》/《 «‶[┿╆╃′╇╉»
20.00 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈» 
20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 ╁┿》〈┿′╂ ╉╇╉┿╀╇╃╆╄ ╁ 

╋╄╊¨╃[┿╋╄ «╉¨[¨╊╄╁┿»
23.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
23.30 «╀¨╉]. ╃╋╇〈[╇╈ ‶╇[¨╂ ╇ 

]╄[╂╄╈ ╋╄╊╇]. ╀¨╈ 2010 
╂¨╃┿»

00.00 ╉をぃ╀┿ ╂〉╃╇′╂ ╇ ╃╅╄╈╋] 
╁〉╃] ╁ 〈[╇╊╊╄[╄ «╉¨′╄『 
╇╂[｠»

01.45 》/《 «╉¨[¨╊╄╁┿»
03.20 ╋〉╆｠╉┿ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 

╉┿′┿╊┿»

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
5.30 «╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
6.00 〈/] «′┿╁┿╅╃╄′╇╄»
9.00 «ぅ - ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′′╇╉»
9.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.30 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
11.30 «』╄]〈′¨»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14.00 〈/] «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈-

╁╄′′¨╄»
14.50 «╋¨【╄′′╇╉╇»
15.50 ╉¨′『╄[〈 ╋. ╆┿╃¨[′¨╁┿
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 》/《 «╁¨[¨【╇╊¨╁]╉╇╈ 

]〈[╄╊¨╉»
22.00 》/《 «‶¨『╄╊〉╇ ‶┿╃【╇》 

┿′╂╄╊¨╁»
00.00 «]〈╇╁╄′ ]╇╂┿╊: 』╄╊¨╁╄╉ 

╆┿╉¨′┿»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«╋¨╃┿ ╁ [┿ぃ»
0 3 . 0 0  « ‶ ¨ ╉ ╄ [ .  [ 〉 ] ] ╉ ┿ ぅ 

]》╁┿〈╉┿»
03.50 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 〈/] «]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
7.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 ╋/] «〈¨╋ ╇ ╃╅╄[[╇»
9.20 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╆┿╋¨[¨╅╄′′｠╈ 

╉┿╊╇《¨[′╇╄『»
11.00 ]╄╋╄╈′┿ぅ 〈╄╊╄╇╂[┿ «ぁ〈¨ 

╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
14.00 〈/] «′¨╁¨]〈╇»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
17.20 ╀¨╄╁╇╉ «〈[┿′]《¨[╋╄[｠»
20.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «〈[┿′]《¨[╋╄[｠. 

╋╄]〈を ‶┿╃【╇》»
23.50 》/《 «ぅ╋┿╉┿]╇. ]┿╋〉[┿╇ 

′┿【╇》 ╃′╄╈»
01.35 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
03.15 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.10 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «DE FACTO»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.40 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
7.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
8.00 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
8.30 ╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
9.00 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
9.20 «╂〉[╋ぁ»
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿»
12.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
13.05 〈/] «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀[¨′╄‶¨╄╆╃»
15.05 «╁ ╉┿╃[╄ [╄【┿╄╋ ╁]╄!»
16.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.30 «╉┿╋╄[〈¨′»
17.05 》/《 «‶╇]を╋┿ ╋╄[〈╁¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿»
18.50 «]╃╄╊┿′¨ ′┿ 〉[┿╊╄»
19.00, 03.05 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇ ′╄╃╄╊╇»
20.00 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «╉¨[]╇╉┿′╄『»
22.25 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.40 》/《 «╉┿]┿╀╊┿′╉┿»
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»
04.00 》/《 «╃┿╋┿ ] ╉┿╋╄╊╇ぅ╋╇»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Âîñêðåñåíüå, 27 ôåâðàëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
╁′╇╋┿′╇╄! ╁ ]╁ぅ╆╇ ] 〈[┿′]╊ぅ『╇╄╈ 

』╄╋‶╇¨′┿〈┿ ‶¨ 》¨╉╉╄ぃ ╁ ‶[¨╂[┿╋╋╄ 
╋¨╂〉〈 ╀｠〈を ╇╆╋╄′╄′╇ぅ

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

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

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

ぅ╆｠╉╄)
11.00 «╀┿]╉╄〈-〈╁»
11.30 “┿╁〈¨╋¨╀╇╊を”
12.00 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». «╋〉]┿ ╃╅┿╊╇╊を. 

╁¨╆╁[┿】╄′╇╄». 〈/《 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇». ╉¨′『╄[〈
13.30 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30 ╋. ╋¨]╇《〉╊╊╇′. «]〈[¨‶〈╇╁｠╄ ╋〉╅をぅ, 

‶╊¨》╇╄ ╅╄′｠». ]‶╄╉〈┿╉╊を
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.45 «]╄╉[╄〈｠ ′┿]╉┿«. ╃/《
17.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.05 «′┿ ]╁ぅ╆╇ 〈┿〈〈╄╊╄╉¨╋»
18.30, 21.30 «7 ╃′╄╈» 
19.30 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇»
20.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 》/《 «¨╂┿[╄╁┿, 6»
7.50 «]╊〉╅〉 ¨〈』╇╆′╄!»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇»
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.30 «《┿╆╄′╃┿»
12.15 «╉╁′. 50 ╁╇[〈〉┿╊を′｠》 

╇╂[»
13.10 ╁¨╊【╄╀′｠╈ ╋╇[ ╃╇]-

′╄╈. «╋╇]]╇ぅ ╃┿[╁╇′┿»
14.50 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ‶¨╃ ‶[╇-

╉[｠〈╇╄╋»
16.40 ‶[┿╆╃′╇』′｠╈ ╉¨′『╄[〈
18.30 ‶[╄╋を╄[┿. «╅╄]〈¨╉╇╄ 

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

1957»
23.20 «‶¨╆′╄[»
00.20 》/《 «]╄[を╄╆′｠╈ 』╄-

╊¨╁╄╉»
02.20 》/《 «╂╄′〉ぅ»
04.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.40 》/《 «¨》¨〈┿ ′┿ ╊╇]»
7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
8.55 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
9.35 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 〈/] «]╄[╃『╄ ╋┿〈╄[╇»
14.00 ╁╄]〈╇
14.20 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.30 〈/] «]╄[╃『╄ ╋┿〈╄[╇»
15.15 ]╋╄ぅ〈を]ぅ [┿╆[╄【┿╄〈]ぅ
17.10 〈┿′『｠ ]¨ ╆╁╄╆╃┿╋╇
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «╆¨╈╉╇′┿ ╊ぃ╀¨╁を»
23.10 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.10 ╂╄′′┿╃╇╈ 》┿╆┿′¨╁: ‶¨-

╁〈¨[╄′╇╄ ‶[¨╈╃╄′′¨╂¨
00.40 》/《 «‶〉′╉〈 ′┿╆′┿』╄-

′╇ぅ - 3»
02.30 》/《 «╉┿╉ 〈¨╊を╉¨ ]╋¨-

╅╄【を»

5.20 〈/] «┿╁〈¨╀〉]»
7.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠ 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨»
8.45 «╇》 ′[┿╁｠»
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!»
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿» 
11.00 «╃╄╊¨ 〈╄╋′¨╄»
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.20 》/《 «[¨╃╇〈╄╊を]╉╇╈ ╃╄′を»
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿»
16.20 «[┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇»
17.20 «╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈-

╁〉╈〈╄!»
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

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

╆′┿′╇╄»
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄» 
21.55 》/《 «]╊〉╅〉 ̈ 〈╄』╄]〈╁〉!»
23.55 «′╄[╄┿╊を′┿ぅ ‶¨╊╇〈╇╉┿»
00.25 «┿╁╇┿〈¨[｠»
01.00 》/《 «╃╄′を╂╇ [╄【┿ぃ〈 

╁]╄»
02.50 «′┿╉┿╆┿′╇╄»

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

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «╆┿ ]‶╇』╉┿╋╇»
12.15 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.15 ¨]〈[¨╁┿
15.05 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
15.50 》/《 «‶[¨】┿′╇╄ ]╊┿-

╁ぅ′╉╇»
17.10 【╄╃╄╁[｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╋〉-

╆｠╉┿╊を′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿
19.10 》/《 «‶┿[┿╃ ‶╊┿′╄〈»
20.45 ╁╄』╄[-‶¨]╁ぅ】╄′╇╄ ╁ 

╋》〈 ╇╋.┿.‶.』╄》¨╁┿ «ぅ 
┿╉〈┱[ ╇ ′╇╉〈¨ ╃[〉╂¨╈...»

22.00 ╇〈¨╂¨╁┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ 
«╉¨′〈╄╉]〈»

22.40 》/《 «╃╅〉╊を╄〈〈┿ ╇ ╃〉》╇»
01.10 ぃ[╇╈ ╀┿【╋╄〈 ╇ ╀¨-

[╇] 《[〉╋╉╇′: «╇╂[┿╄╋ 
╁ ╉╇′¨»

01.50 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
01.55 ¨]〈[¨╁┿

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
9.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
9.20 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.00 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
10.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
11.00 ╋╄╊を′╇『┿
11.40 》/《 «‶¨『╄╊〉╈ ╃[┿╉¨′┿»
13.35, 17.30 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
13.50 «‶╄[╁┿ぅ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ 

╊¨〈╄[╄ぅ»
13.55, 17.50  ╀╇┿〈╊¨′
14.45 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
15.50 ╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
18.45 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
19.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
19.55 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/4 《╇′┿╊┿ 

╉¨′《╄[╄′『╇╇ «╆┿‶┿╃»
22.15 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
22.45 «╆╃¨[¨╁を╄»
23.15 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
23.30 《╇′┿′]╇]〈
23.55, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.20 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨╀¨[-

]〈╁┿
01.20 «《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿»
02.20 ╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
03.20 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.05 》/《 «╊┿′╃｠【 ]╄[╄╀[╇-
]〈｠╈»

7.55 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.25 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
9.00 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.45 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇-

╁¨〈′｠╄»
10.15, 15.25 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁-

╉¨╈ ′┿ ╃¨╋»
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30, 00.00 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.45 》/《 «╅╄′╇》 ╇╆ ╋┿╈┿╋╇»
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
16 .15  «╄╁╂╄′╇╈ ╂╄[┿]╇-

╋¨╁. ¨]〈[¨]ぃ╅╄〈′｠╈ 
ぃ╀╇╊╄╈»

17.25 》/《 «╉[┿]′¨╄ ′┿ ╀╄╊¨╋»
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
00.20 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′
01.20 》/《 «′╇╉〈¨, ╉[¨╋╄ ′┿]...»
03.35 》/《 «╇╂[┿ ╁ 』╄〈｠[╄ 

[〉╉╇»

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

¨′┿╊を′┿ぅ» ╇ «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 

[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄
12.00 ╃/《 «╉┿╉ ′┿╈〈╇ ╅╄-

′╇》┿?»
13.00 》/《 «‶ぅ〈｠╈ ぁ╊╄╋╄′〈»
15.20 〈/] «╇′〈╄[′｠»
15.50 》/《 «╁╊┿]〈╄╊╇′ ╉¨╊╄『: 

╀[┿〈]〈╁¨ ╉¨╊を『┿»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 》/《 «╅╄′】╇′┿-╉¨【╉┿»
21.55 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 COMEDY WOMAN
01.30 》/《 «╀┿′╃╇〈｠ ╁ ╋┿]╉┿》»
04.05 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

6.15 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
6.45 «』╄[╄╆ 〈╄[′╇╇ ╉ ╆╁╄╆-

╃┿╋». 《┿′〈┿]〈╇╉┿
9.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.50 》/《 «╁ ‶¨╇]╉┿》 ╉┿‶╇-

〈┿′┿ ╂[┿′〈┿», 1-7 ]╄[╇╇

20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 ╉╇′¨ ╃╊ぅ ]╁¨╇》. ┿╊╄╉-

]╄╈ ╋┿╉┿[¨╁ ╁ ╉[╇╋╇-
′┿╊を′¨╋ ╀¨╄╁╇╉╄ «╊╇』-
′｠╈ ′¨╋╄[»

23.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.40 «╁ ]¨╆╁╄╆╃╇╇ ╀｠╉┿». ╁¨-

╄′′┿ぅ ╋╄╊¨╃[┿╋┿ ‶╄〈[┿ 
〈¨╃¨[¨╁]╉¨╂¨

01.30 «╇]〈¨[╇ぅ ̈ ╃′¨╈ [｠╀┿╊-
╉╇». ╃/《

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00 〈/] «′┿╁┿╅╃╄′╇╄»
7.00 ╋/] «╀╄′ 10»
7.50 〈/] «′┿╁┿╅╃╄′╇╄»
9.00 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
9.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.30 》/《 «‶¨『╄╊〉╇ ‶┿╃【╇》 

┿′╂╄╊¨╁»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
14.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
15.00 》/《 «╁¨[¨【╇╊¨╁]╉╇╈ 

]〈[╄╊¨╉»
17.00 «‶[╇╂¨╁¨[»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇〈¨[╇╇
20.00 》/《 «╆┿╉¨′¨‶¨]╊〉【′｠╈ 

╂[┿╅╃┿′╇′»
22.00 》/《 «16 ╉╁┿[〈┿╊¨╁»
0 0 . 0 0  〈 / ]  « ‶ ¨ ] ╊ ╄ ╃ ′ ぅ ぅ 

╋╇′〉〈┿»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«╃¨╋ ╊ぃ╀╁╇»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

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

╊╄′′¨!» 
13.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨[¨╂┿ ╃¨-

╋¨╈ – 2. ‶¨〈╄[ぅ′′｠╄ ╁ 
]┿′-《[┿′『╇]╉¨»

14.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.50 ╀¨╄╁╇╉ «〈[┿′]《¨[╋╄[｠. 

╋╄]〈を ‶┿╃【╇》»
19.25 ╋/《 «╊╄]′┿ぅ ╀[┿〈╁┿»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╀[ぃ] ╁]╄╋¨-

╂〉】╇╈»
22.50 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «]〈╇╊を′┿ぅ 

【〈〉』╉┿»
00.50 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
02.30 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
04.30 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»

5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
6.40 «DE FACTO»
6.55 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 «╉┿╋╄[〈¨′»
12.00 》/《 «‶╇]を╋┿ ╋╄[〈╁¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿»
13.40 «╋｠ ╁｠╀╇[┿╄╋»
14.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
14.20 ]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄
14.30 〈/] «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀[¨′╄‶¨╄╆╃»
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 》/《 «╉¨[]╇╉┿′╄『»
20.30, 01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇ ′╄╃╄╊╇»
21.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
22.05 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.25 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
00.40 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»
03.05 》/《 «╉┿]┿╀╊┿′╉┿»
05.00 «DE FACTO»
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ÀÍÊÉÇ
╃きうすさうえ ╉[╇〉【¨╁

‶さけょけかあっくうっ. ′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ. ‶さけょけかあっくうっ ゃ わ126-127, 129, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 1, 3, 4, 10, 13.

╃ぇ せあ, う くぇ しぇきけき ょっかっ くっこさぇゃうかぬくけ: ょぇあっ 
おけゅょぇ は こけょ たけかけょくにき ょせてっき きけのしぬ, う すけ せ きっくは 
ねすう きせさぇておう きっくぬてっ. ┿ せ しすせょっくすぇ – おさせこくにっ, 
さけいけゃにっ すぇおうっ, う ねすけ くぇ ぉっかけえ-すけ, うしすけしおけゃぇゃ-
てっえしは けす いうきくっゅけ しけかくっつくけゅけ ゅけかけょぇくうは, おけあっ! 
′っこさうはすくけっ いさっかうとっ, こさはきけ しおぇあせ.

– ╃ぇ ぉさけしぬ すに っさせくょうすぬ, ぉけうすしは けく, – しすぇかけ きくっ 
くっこさうはすくけ ゅかはょっすぬ くぇ っゅけ ゃこぇかせの ゅさせょぬ, – ‶けて-
かう, ぇ すけ は せあっ きうくせす しけさけお おぇお くっ おせさうか. ‶けてかう-
こけてかう, しっえつぇし ╇ゅけさぬ くぇき ょゃっさぬ ゃ おけきくぇすせ しゃうょぇ-
くうえ けすおさけっす, すぇき う こけしうょうき, こけゅけゃけさうき. 

╇ゅけさひお う ゃこさぇゃょせ せしかせあかうゃけ さぇしこぇたくせか こっさっょ 
くぇきう ょゃっさう う ぉっいきけかゃくけ いぇおさにか けぉさぇすくけ. ′っす, 
くうおけゅょぇ きくっ くっ こけくはすぬ こしうたけゃ, ょぇ う くっ ゅけさの は 
すぇおうき あっかぇくうっき, くぇ ねすけ ゃしはおうっ すぇき こさけそっししけさぇ 
し ょけおすけさぇきう っしすぬ. 〈はあおけ ねすけ – ぉにすぬ こしうたぇきう, ゃけす 
う ゃしひ, つすけ は せしこっか こけくはすぬ いぇ こけしかっょくっっ ゃさっきは. 
╁こさけつっき, ょけおすけさぇき すけあっ ゃさはょ かう きくけゅうき かせつてっ. 
¨ょくぇおけ – ねすけ ゃしひ かうてくっっ, かうさうおぇ, すぇお しおぇいぇすぬ, 
くぇょけ ょせきぇすぬ け ]ぇておっ. ╆ぇおせさうゃ, けすおさにか けおけておけ:

– ]ぇて, ぇ は ょせきぇか, つすけ すに せあっ ゃ けすょっかっくうう ょかは 
ゃにいょけさぇゃかうゃぇのとうた, すぇき すっぉは しこっさゃぇ うしおぇか, ぇ 
すに, けおぇいにゃぇっすしは, ゃしひ っとひ いょっしぬ, – くっ きけさゅくせゃ 
ゅかぇいけき, しけゃさぇか は, – ′け ょぇ くうつっゅけ: きくっ すっぉは たゃぇ-
かうかう, しおけさけ すせょぇ こっさっゃっょせす, ぇ すぇき せあ う くぇ ゃにこう-
しおせ. 〈けかぬおけ くっ すけさけこうしぬ, けくう すけあっ さぇくぬてっ ゅさぇ-
そうおぇ くっ きけゅせす, せ くうた しゃけえ こけさはょけお, こけくうきぇってぬ? 
╁さぇつぇき あっ おぇあょにえ ょっくぬ くぇょけ けすきっつぇすぬ, つすけ 
ゃしひ うょひす こけ こかぇくせ, さぇぉけすぇ せ くうた すぇおぇは. ╂さぇそうお 
すぇおけえ, ねすけ こさうきっさくけ おぇお たかっぉ こっつぬ: たけつってぬ-くっ 
たけつってぬ, ぇ きうくせす ょゃぇょちぇすぬ こけょけあょう, こけすけきせ つすけ 
っしかう くっ ゃにょっさあうてぬ ゅさぇそうお, きけゅせす う し さぇぉけすに 
せゃけかうすぬ. 〈に ゃっょぬ こけょけあょひてぬ っとひ くっきくけゅけ, ょぇ?

– ╁に たけすうすっ しおぇいぇすぬ, つすけ きっくは きけゅせす ゃにこう-
しぇすぬ? ╇ は – くっ しせきぇしてっょてうえ? – し さけぉおけえ くぇょっあ-
ょけえ, くけ こにすかうゃけ ゃいゅかはくせか けく くぇ きっくは.

– ぁた, ]ぇてぇ-]ぇてぇ, – こさうおせさうか は けょくせ しうゅぇさっすせ 
けす ょさせゅけえ, – 〉 すっぉは こさけしすけ くっさゃくにえ しさにゃ, ねすけ 
しけ ゃしはおうき きけあっす しかせつうすぬしは. ╁けす う ゃしひ, – う ゃに-
おうくせか つうくぇさうお ゃ けおけておけ, – ‶さうょせきぇってぬ すけあっ: 
しせきぇしてっょてうえ. ╇ゅけさひお ゃけく – すけす しせきぇしてっょてうえ, 
‶っすさせたぇ – すけあっ, ぇ すに? ]ぇき-すけ くぇ しっぉは ゃ いっさおぇ-
かけ こけしきけすさう: おぇおけえ すに お つっさすはき しけぉぇつぬうき こしうた? 
ぁすけ ぉぇておぇ こけつすう くっ かっつうすしは, ぇ せ すっぉは ゃしっゅけ-くぇ-
ゃしっゅけ くっさゃに. ′っさゃに!  ╇かう, こけ-すゃけっきせ, は くっ こさぇゃ?

– ‶さぇゃ, – さぇしちゃひか すけす, – ぅ ゃしひ ぉせょせ ょっかぇすぬ, 
おぇお ぃさうえ ╄ゃゅっくぬっゃうつ ゅけゃけさうす, おぇお ゃに ゅけゃけさうすっ, 
は いくぇの, は しきけゅせ! ′っさゃに – ねすけ っさせくょぇ, は ぉにゃぇの 
うくけゅょぇ くっさゃくにえ, くけ ぉけかぬてっ くっ ぉせょせ! ╉ぇお あっ 
たけさけてけ-すけ! ′っさゃに – ねすけ あっ たけさけてけ! – う, せきけか-
おくせゃ, きっつすぇすっかぬくけ せしすぇゃうかしは くぇ きっくは, – ]こぇしうぉけ 
ゃぇき, ‶ぇゃっか ╇ゃぇくけゃうつ! ぅ こけしかっ うくしすうすせすぇ ゃ ておけ-
かせ こけえょせ, ょっすっえ せつうすぬ – ねすけ あっ すけあっ たけさけてけ, 
ょぇ? – う しうょうす, しつぇしすかうゃにきう きけおさにきう ゅかぇいおぇきう 
きけさゅぇっす.

– ╁っかうおけかっこくけ, は すっぉっ ょぇあっ いぇゃうょせの: せつうすぬ 
ょっすっえ – こさけしすけ きけは きっつすぇ, – こさうしっか は くぇこさけすうゃ 
くっゅけ, う ゃょさせゅ こけしかっ こぇさに きうくせす きけかつぇくうは こさう-
しきけすさっかしは. ′っせあっかう? – ┿ くせ, ]ぇてけお, さぇしこぇたくう 
しゃけえ たぇかぇす!

– ╁けす, – くっょけせきっくくけ ゃにこけかくうか けく きけの 
こさけしぬぉせ.

ぅ さぇょけしすくけ さぇしたけたけすぇかしは:
– ┿ くせ, ゅょっ すゃけう きせさぇておう? 
〈けす ゃ くっょけせきっくうう こけしきけすさっか くぇ ゅさせょぬ, こさう-

ゅかはょっかしは, けすすはくせか おけあせ こぇかぬちぇきう う いぇこかぇおぇか くぇ-
ゃいさにょ: «′っすせ, くっすせ うた. ′っすせ. ]けゃしっき くう けょくけえ. ぅ 
いょけさけゃにえ, ねすけ こさけしすけ くっさゃに, くっすせ うた ぉけかぬてっ». 
╇ すぇお ょぇかっっ. ‶せしすぬ こさけさっゃひすしは, ねすけ こけかっいくけ. ╋け-
あっす, せ くっゅけ う ゃこさぇゃょせ すけかぬおけ くっさゃに? 》けすは きけいゅ 
ゃさけょっ ぉに すけあっ うい けょくうた くっさゃけゃ しけしすけうす, こけょう 
さぇいぉっさう, ゅょっ すぇき つっゅけ くっ すぇお. ′っ, は くぇ ねすせ すっきせ 
ょぇあっ ょせきぇすぬ くっ たけつせ, くぇけすさっい けすおぇいにゃぇのしぬ. 
‶けしうあせ かせつてっ, «╋ぇかぬぉけさけ» こけおせさの, こけおぇ きけえ 
ぉにゃてうえ くぇこぇさくうお こさうたけょうす ゃ しっぉは. ′ぇおけくっち すけす 
きうくせす つっさっい こはすぬ せしこけおけうかしは, っとひ さぇい こけしきけすさっか 
こけょ たぇかぇす う さぇょけしすくけ せかにぉくせかしは, てきにゅぇは くけしけき:

– ╁しひ, は すけつくけ いょけさけゃにえ. ′っす-くっす, ‶ぇゃっか ╇ゃぇ-
くけゃうつ, – いぇきぇたぇか けく させおけえ, – ぅ こさけ ゅさぇそうお こけくはか, 
ゃに くっ ゃけかくせえすっしぬ, ゃしひ こけくはか. ¨え, こさけ おっそうさ-すけ 
いぇぉにか! – う ぉかぇあっくくけ こさうしけしぇかしは こさはきけ お こぇおっすせ. 
¨すょにてぇゃてうしぬ, さにゅくせか う しきせすうかしは, – ╇いゃうくうすっ, 
けくけ しぇきけ. ぁすけ は けす さぇょけしすう. ぅ ゃぇき すぇお こさういくぇすっ-
かっく, つすけ ゃに こさけしすけ しっぉっ くっ こさっょしすぇゃかはっすっ…

– 》けさけて, しすせょっくす! – こさっさゃぇか は っゅけ しかけゃけうい-
かうはくうっ, – ╁にこうてってぬしは, すけゅょぇ う こけぉかぇゅけょぇさうてぬ. 
‶けてかう こけおぇ けぉさぇすくけ, ぇ すけ きくっ っとひ し ゃさぇつけき こけ-
ゅけゃけさうすぬ くぇょけ. ╃けこうゃぇえ おっそうさ う こけてかう, は くぇ 
ょくはた っとひ いぇっょせ. ╃ぇ, う こけおぇ くっ いぇぉにか: さけょうすっ-
かはき こさうゃっす こっさっょぇゃぇえ, けくう せ すっぉは たけさけてうっ, きくっ 
こけくさぇゃうかうしぬ. – ′っしきけすさは くぇ くっきけっ ゃけいきせとっくうっ 
╇ゅけさぬおぇ, は こけおうくせか けすょっかっくうっ «けしすさにた» きけか-
つせくけゃ う, こさけたけょは つっさっい «すうたうた», こけさぇょけゃぇかしは: 
たけすぬ いょっしぬ くっ すぇお せくにかけ. 》けょはす, さぇいゅけゃぇさうゃぇのす 
ょさせゅ し ょさせゅけき, くぇ きっくは し うくすっさっしけき こけしきぇすさうゃぇ-
のす. ‶さうすけさきけいうゃ ゃけいかっ つうすぇのとっゅけ «]けゃっすしおうえ 
しこけさす» きせあうおぇ, こけうくすっさっしけゃぇかしは:

– 』すけ こうてせす?
– ╃ぇ かぇぉせょせ ゃしはおせの しけぉうさぇのす, せさけょに, – こけょ-

くはか すけす くぇ きっくは ゅかぇいぇ, – 』すけ いぇ ゅぇいっすぇ しすぇかぇ? ╃け-
こうくゅう せ くうた おぇおうっ-すけ, ょぇ くうおけゅょぇ きに こさけ すぇおうっ 
しかにたけき くっ しかにたうゃぇかう. ┿ すに けすおせょぇ?

– ] ゃけかう. ╉せさうてぬ?
〈けす, ょけしすぇゃ うい おぇさきぇくぇ «‶さうきせ», こさけすはくせか 

きくっ:
– 〉ゅけとぇえしは.
– ぁすけ すに せゅけとぇえしは, – う は けすょぇか っきせ けしすぇすおう 

ぇきっさうおぇくしおうた しうゅぇさっす, – ╁にいょけさぇゃかうゃぇえ, う くぇ-
こかのえ くぇ ょけこうくゅ, ょっさぬきけ ねすけ ゃしひ, ぉぇえおう ゅぇいっすつう-
おけゃ. ‶けおぇ, くっ おぇてかはえ, – う, しけゃっさてっくくけ しつぇしすかう-
ゃにえ, くぇあぇか いゃけくけつっお ゃけいかっ ょゃっさう.

¨すおさにか ぃさぇ しけぉしすゃっくくけえ こっさしけくけえ:
– 〈に?! ‶ぇて, すに-すけ けすおせょぇ いょっしぬ?
– ′っ けすおせょぇ, ぇ おせょぇ. ‶さうゃっす, ゃけ-こっさゃにた, – う し 

けぉかっゅつっくうっき しぇき いぇたかけこくせか いぇ しけぉけえ いぇこさっすくせの 
ょゃっさぬ.

– ┿, くせ ょぇ, – こけあぇか すけす こさけすはくせすせの かぇょけくぬ, – 
‶さうゃっす. ‶け きけの ょせてせ?

– ╃ぇ くせあくぇ きくっ すゃけは ょせてぇ, – たきにおくせか は, – ぅ 
あっ すっぉっ くっ しきっさすぬ う くっ つひさす, つすけぉに いぇ すゃけっえ 
ょせてけえ けたけすうすぬしは. ぅ いぇ しこうさすけき う おけくしせかぬすぇちうっえ. 
╇ くっ おさうゃうしぬ: きに こけ つせすぬ-つせすぬ つぇこくっき, け ょっかぇた 
くぇてうた しおけさぉくにた こけおぇかはおぇっき, う は せえょせ, ゃっすさけき 
ゅけくうきにえ. 

– ╁っすさけき けく, – いぇゃけさつぇか たけいはうく, けすこうさぇは おぇ-
ぉうくっす, – ‶さうくっしかけ あっ すっぉは, せくっしひくくけゅけ ゃっすさけき. 
╊ぇょくけ, ょけしすぇゃぇえ しすけこぇさうおう, ょぇ さぇししおぇいにゃぇえ, し 
つっき こさうてひか. 〈ぇお, けゅせさつうおう せ くぇし っとひ けしすぇかうしぬ, 
– こけしきけすさっか すけす きせすくけゃぇすせの ぉぇくおせ くぇ こさけしゃっす, 
–  ぁすけ たけさけてけ, つすけ けしすぇかうしぬ, けくう あっ すっぉっ こけくさぇ-
ゃうかうしぬ? 》かっぉぇ すけかぬおけ くっす.

– ╀ぇすけく, おけくっつくけ, くっ たかっぉ, – ょけしすぇか は すけす うい 
こぇおっすぇ, – ╆ぇすけ, おけゅょぇ は っゅけ こけおせこぇか, けく っとひ すひ-
こかにえ ぉにか. ‶けすはくっす?

ぃさぇ かうてぬ ょひさくせか ゅけかけゃけえ う ゃにかけあうか けゅせさつう-
おう くぇ すぇさっかおせ. ╆ぇすっき こさうゃにつくにき あっしすけき ゃしおさにか 
しすっおかはくくせの すぇさせ う こかっしくせか こけ こはすぬょっしはす:

– ‶け つせすぬ-つせすぬ, いぇ いょけさけゃぬっ.
– ╆ぇ いょけさけゃぬっ, – こけしきぇおけゃぇか は すっこかけ, すっおせとっっ 

こけ こうとっゃけょせ. ╆ぇたさせきおぇゃ けゅせさつうおけき, さってうか こっさ-
ゃにき ょっかけき こけょっかうすぬしは さぇょけしすぬの, – ┿ ]ぇておぇ-すけ 
くうつっゅけ, けおぇいにゃぇっすしは, すけかぬおけ つすけ けす くっゅけ. ╉けさけ-
つっ, は っきせ しおぇいぇか, つすけ ねすけ ゃしひ こさけしすけ けす くっさゃけゃ, 
う せ くっゅけ ょぇあっ きせさぇておう こさけてかう. 』っゅけ きけかつうてぬ? 
ぅ しぇき ゃうょっか! ¨く しっえつぇし たけょうす, せかにぉぇっすしは, さぇいゃっ 
つすけ こっしくう くっ こけひす.

– ╆ぇつっき?! – くっけあうょぇくくけ いぇゃけこうか ょけおすけさ, – 
╃せさぇお, けく あっ っとひ くっ ゅけすけゃ, つひさす! ╇ くぇ おけえ たさっく は 
すっぉっ さぇいさってうか っゅけ くぇゃっとぇすぬ?! – う たかけこくせか しっぉは 
こけ ゅけかけゃっ かぇょけくぬの.

– 〈に ねすけ つっゅけ?! – けこってうか は, – ‶さぇゃょせ あっ 
ゅけゃけさの!

〈けす かうてぬ, くぇきけさとうゃ くけし, いぇてうこっか. ╆ぇすっき, いぇ-
おせさうゃ, ゃいょけたくせか:

– ╃ぇ つすけ すっこっさぬ, しょっかぇくくけゅけ くっ ゃけさけすうてぬ. 
〈に つすけ, ょせきぇってぬ, は う しぇき ねすけゅけ くっ きけゅ っきせ しおぇ-
いぇすぬ?! ╇ けく ぉに こけゃっさうか, くうおせょぇ ぉに くっ ょっかしは. 
╁けす せ すっぉは, おけゅょぇ すっぉは おけかけすうす けす たけかけょぇ, ょせ-
きぇってぬ, つすけ, くぇ おけあっ きせさぇてっお くっす? ‶さうつうくぇ-すけ 
ゃ しぇきけき たけかけょっ, けしすぇかぬくけっ かうてぬ しかっょしすゃうっ. ┿ 
すに こさっょしすぇゃかはってぬ, っしかう っゅけ しっえつぇし ねすぇ ねえそけさうは 
けすこせしすうす, う けく けこはすぬ こけおさけっすしは, おぇお すに うた くぇ-
いにゃぇってぬ, きせさぇておぇきう?! ╃ぇ けく あっ けおけくつぇすっかぬくけ 
けす しすさぇたぇ しぉさっくょうす! ′ぇたさっく, う くうおぇおうっ すぇぉかっすおう 
ぉけかぬてっ くっ こけきけゅせす! ╀かぇゅけょっすっかぬ くぇてひかしは, – う 
ゃくけゃぬ くぇこけかくうか さのきおう, – ╁しひ, しさけつくけ, すけ っしすぬ – 
ぉにしすさけ,  ゃにこうゃぇっき, う は こけてひか.

– ╉せょぇ? – こけぉうすけえ ょゃけさくはゅけえ こけしきけすさっか は 
くぇ くっゅけ.

– ╁ すうたけっ こっさっゃけょうすぬ, おせょぇ あっ っとひ. ╇ おぇお あっ, 
ぉかうく, くっ ゃけゃさっきは-すけ! ╃くは ょゃぇ, きけあっす,  ゃにうゅさぇっき, 
ぇ ねすけ せあっ きくけゅけ, ょぇ, – う いぇょせきぇかしは, – ╄きせ しっえつぇし 
こけかけあうすっかぬくにっ ねきけちうう こさけしすけ あういくっくくけ くっ-
けぉたけょうきに, くけ こけょしすさぇたけゃぇすぬしは ゃしひ あっ くぇょけ. ┿, 
かぇょくけ, しけゃさせ つすけ-くうぉせょぬ. ╀せょぬ! – う, つけおくせゃてうしぬ, 
ぉにしすさけ こさけゅかけすうか しけょっさあうきけっ, – 〈に しうょう, あょう 
きっくは, は きうくせす つっさっい こはすくぇょちぇすぬ ゃっさくせしぬ, くぇょけ 
ゃしひ しぇきけきせ しょっかぇすぬ. ′せ ゃぇし, ねしおせかぇこけゃ ょけきけさけ-
とっくくにた, – う ゃにてっか, きぇすのゅくせゃてうしぬ くぇこけしかっょけお.

«]けぉぇつくうお ょけかぉぇくにえ! – させゅぇか は しっぉは, つせゃ-
しすゃせは, つすけ う せ しぇきけゅけ けす ゃけかくっくうは きせさぇておう こけ 
すっかせ いぇぉっゅぇかう, – ]ぇき あっ くっょぇゃくけ ゅけゃけさうか, つすけ ゃ 
かのょはた くうつっゅけ くっ こけくうきぇってぬ! ╇ すせょぇ あっ! ╂かぇょうか 
ぉに しゃけっゅけ ]ぇておせ こけ させおっ, ょぇ ゃすうさぇか っきせ, つすけ ゃしひ 
ぉせょっす たけさけてけ, すぇお ゃっょぬ くっす, ょひさくせかけ きっくは いぇ 
はいにお. ‶しうたけかけゅ, しけぉぇつぬの てっさしすぬ すっぉっ ゃ いぇょくうちせ! 
¨た, う つすけ あっ  は くぇょっかぇか?!». ] ゅけさは こかっしくせゃ しっぉっ 
っとひ しこうさすぇ, ゃにこうか, くっ こけつせゃしすゃけゃぇゃ おさっこけしすう, 
おぇお ょうしすうかかうさけゃぇくくせの ゃけょせ, ぉっい ゃおせしぇ う ぉっい いぇ-
こぇたぇ. 』すけぉに いぇくはすぬ させおう う けすけゅくぇすぬ くっくせあくにっ 
きにしかう, いぇおせさうか う こさうくはかしは さぇししきぇすさうゃぇすぬ ょにき 
ゃ こけうしおぇた すけゅけ おさぇしうゃけゅけ, つすけ ゃ くひき くぇてひか ╇ゅけ-
さひお. ′っ くぇてひか. ╁しすぇゃ, くぇてひか いぇ ぉぇすぇさっっえ すさはこおせ 
う くぇつぇか ゃにすうさぇすぬ こにかぬ しけ ゃしっゅけ, つすけ こけこぇょぇかけ 
くぇ ゅかぇいぇ. ╀けかぬてっ, おけくっつくけ, ゅさはいぬ さぇいゃけょうか, くけ 
ゃしひ あっ… ╁けょせ は ぉさぇか うい つぇえくうおぇ, ぇ すさはこおせ ゃに-
あうきぇか ゃ ゅけさてけお し こにかぬくにき おぇおすせしけき. ╄ゅけ こさけ-
すうさぇすぬ は くっ しすぇか: けく おけかのつうえ.

– 〈に つっゅけ, すけあっ? – くっけあうょぇくくけ せしかにてぇか は 
ゅけかけし いぇ しこうくけえ.

ぅ ゃいょさけゅくせか, くけ, くっ けぉけさぇつうゃぇはしぬ, しこけおけえくけ 
こけゃっしうか すさはこおせ くぇ ぉぇすぇさっの:

– 〈に つっゅけ きっくは すぇお こせゅぇってぬ? ╀っい つうしすけすに しくぇ-
させあう くっ ぉせょっす つうしすけすに ゃくせすさう. ┿ せ すっぉは いょっしぬ 

しゃうくぇさくうお, う くっ けぉうあぇえしは. 》けすぬ ぉに すせ あっ ¨かぬゅせ 
こけこさけしうか, けくぇ ぉに すっぉっ こさうぉさぇかぇ, ぇ すけ ゃっょぬ ょに-
てぇすぬ けす こにかのゅう くっゃけいきけあくけ.

– ╉すけ, ¨かぬゅぇ?! – ゅさけきおけ すけこぇは, こけょけてひか すけす 
お しすけかせ, – ╃ぇ きくっ かっゅつっ しぇきけきせ ょっしはすぬ さぇい こけ-
きにすぬ, つっき けょうく さぇい っひ こけこさけしうすぬ: すぇお くぇ すっぉは 
こけしきけすさうす, つすけ たけすぬ しぇき いぇ すさはこおせ たゃぇすぇえしは う 
ゃしひ けすょっかっくうっ きけえ. ┿ は ねすけゅけ くっ たけつせ. ╇ ゃけけぉとっ, 
ねすけ っとひ 《さっえょ しすけ かっす くぇいぇょ こうしぇか, つすけ しすさっき-
かっくうっ お つうしすけすっ – せょっか かのょっえ, けぉさっきっくひくくにた 
しけゃっしすぬの. 〈ぇお つすけ  きくっ かうつくけ う すぇお たけさけてけ, けくぇ 
せ きっくは しこけおけえくぇは う くっいかぇは. 

– ぁすけ は いぇきっすうか. ╁けく おぇおけえ ]っさひゅぇ-すけ せ すっぉは 
しこけおけえくにえ, – ょひさくせか きっくは つひさす いぇ はいにお.

– 〈に うきっってぬ ゃ ゃうょせ – ]ぇてぇ? ] くうき こけおぇ ゃしひ 
くけさきぇかぬくけ, さぇょせっすしは, ょぇ くけゃけっ きっしすけ けぉあうゃぇっす. 
╋けあっす, う ゃにちぇさぇこぇっすしは.

– ぅ うきっか ゃ ゃうょせ ぉっいいせぉけゅけ ]っさひゅせ, – こけてひか は 
くぇ こけゃけょせ いかけしすう くぇ ねすけ いぇゃっょっくうっ.

〈けす しおさうゃうかしは, おぇお けす さっいう ゃ あうゃけすっ, う こさうしっか 
くぇ しすせか くぇこさけすうゃ ょうゃぇくぇ. ‶けしうょっか, こけきけすぇか ゅけかけ-
ゃけえ, いぇおせさうか, う, くぇおけくっち, ゃにきせつっくくけ せかにぉくせかしは:

– 〈ぇお ゃけす, いくぇつうす. ╃ぇ… ‶かっしくう-おぇ っとひ, しけぉぇつ-
くうお. ‶さぇゃょせ たけつってぬ いくぇすぬ? ′っ, くっ けしすぇくぇゃかうゃぇえ-
しは, ょけ おさぇひゃ かっえ. ‶さぇゃょせ, いくぇつうす, – う し ゅさせしすぬの 
こけしきけすさっか くぇ くぇこけかくっくくにえ し ゅけさおけえ しすけこぇさうお, – 
╊のぉうてぬ すに きっくは, ‶ぇてぇ. ̈ た, おぇお くっ かのぉうてぬ! ‶けき-
くうてぬ, すに きっくは しこさぇてうゃぇか, っき かう は しゃけうた こぇちうっく-
すけゃ?  – う, いぇおぇてかはゃてうしぬ けす しこうさすぇ, こけおさぇしくっか, 
ゃにすうさぇは うしこぇさうくせ しけ かぉぇ, – ╃ぇ, っき かう は? ′っす. ╇ くっ 
いくぇの, おすけ うた っしす. ]おぇいぇくけ – かのぉにきう しさっょしすゃぇきう, 
いくぇつうす… ╁けす. ‶けねすけきせ は こさけしすけ くっ ょせきぇの, う しけ-
ゃっしすぬ きけは せあっ すさうしすぇ かっす おぇお しおけこにすうかぇしぬ.

– ╃ぇ? ┿ つすけ あっ すに すけゅょぇ いぇ ]ぇておせ すぇお ゃけか-
くせってぬしは? – くぇ きぇくっさ ¨かぬゅう こけうくすっさっしけゃぇかしは は.

– ╆ぇ ]ぇておせ-すけ? – こけょくはか すけす ぉさけゃぬ, う せたきにかぬ-
くせかしは しくうしたけょうすっかぬくけ, – ┿ おすけ きくっ けすつひすくけしすぬ 
ぉせょっす ょっかぇすぬ? ┿ せ くっゅけ てぇくしけゃ ゃにぉさぇすぬしは くけさ-
きぇかぬくにき つっかけゃっおけき つせすぬ かう くっ ぉけかぬてっ, つっき せ 
けしすぇかぬくにた. 〉 きっくは いょっしぬ, こけくうきぇってぬ かう, くっ いけ-
けこぇさお, つすけぉに ぉけかぬくにた しけょっさあぇすぬ, ょぇ さけょしすゃっく-
くうおぇき うた こけおぇいにゃぇすぬ, きくっ う ういかっつうゃぇすぬ うくけゅょぇ 
くぇょけ. ╃ぇ う こけしかっ ゃにこうしおう くぇゃっさくはおぇ けす ねすうた ょけ-
きぇてくうた こさっいっくす こけかせつせ. 』すけ, ちうくうつくけ? ╃ぇ くうつっ-
ゅけ すに くっ こけくうきぇってぬ! ′ぇ おけえ たさっく すに きくっ ょせてせ-
すけ  ぉっさっょうてぬ?! ╇かう くぇかうゃぇえ, うかう ゃにきっすぇえしは!

ぅ たけすっか ぉにかけ くっきっょかっくくけ たかけこくせすぬ ょゃっさぬの, 
くけ ゃしこけきくうか こさけ ╃けぉさけゅけ. ┿ つすけ ょっかぇすぬ, っしかう くぇ 
ねすせ ぉけかぬくうちせ せ きっくは ぉけかぬてうっ くぇょっあょに? ]すさはた-
くせゃ しけ しすけかぇ おさけておう こさはきけ くぇ こけか, ゃゅかはょっかしは ゃ 
おさぇしくにっ ゅかぇいぇ ゃさぇつぇ:

– ]っぉっ は ぉっさっあせ, しっぉっ. ぃさぇ, すに ういゃうくう, こさけ-
しすけ あういくぬ  せ くぇし し すけぉけえ – ょっさぬきけ. 〈に たけつってぬ いぇ 
ょっさぬきけ ゃにこうすぬ? 

– ╄しすぬ, ‶ぇてぇ, すぇおけっ しかけゃけ – [けょうくぇ, –  せしきった-
くせかしは ょけおすけさ, –  〈ぇお つすけ すゃけえ すけしす は こけょょっさあう-
ゃぇの. ╆ぇ くっひ, いぇ ゅけさぬおせの, きに う ゃにこぬっき «ゅけさぬ-
おせの». ′っ しきってくけ?

╇, しすっさっゃ し かうちぇ せしきっておせ, いぇょせきつうゃけ くぇ きっくは 
しきけすさうす. ╇ ょぇあっ – ゅけさぬおけ. ′っ くぇょけ すぇお くぇ きっくは 
しきけすさっすぬ: きくっ しけぉぇお たゃぇすぇっす, っしすぬ おけゅけ あぇかっすぬ. 
╋っくは ゃけす おすけ こけあぇかっっす? ╋ぇきぇ さぇいゃっ つすけ し こぇ-
こけえ, すっ ゃしっゅょぇ う ゃしはおけゅけ きっくは ゃうょっすぬ う せすってうすぬ 
ゅけすけゃに, ょぇ ゃけす すけかぬおけ は お ねすけきせ くっ ゃしっゅょぇ ゅけ-
すけゃ. ╃ぇ, っとひ う ╊のしぬ ‶ぇかくっ, けおぇいにゃぇっすしは, すけあっ 
くぇ きっくは くっ くぇこかっゃぇすぬ. ╉たき. ╇ つっき すぇおうき は っえ 
せゅけょうか? ╃っさぬきけ あっ, っしかう つっしすくけ, こけかくけっ. ′け – 
たゃぇすうす しけこかう さぇしこせしおぇすぬ:

– ╉せょぇ しきってくっっ. ]かせてぇえ, ぇ くぇしつひす ╃けぉさけゅけ 
すに おぇお?

– ‶さういくぇすぬしは, こけおぇ くっ しこさぇてうゃぇか, – しきせすうか-
しは すけす, ょぇあっ ゃうかおせ し けゅせさつうおけき けぉさぇすくけ くぇ しすけか 
こけかけあうか, –  ′せ, いぇぉにか は, う つすけ すっこっさぬ?  ╋ぇかけ せ 
きっくは しゃけうた ╃けぉさにた? ╊ぇょくけ, いぇゃすさぇ あっ しこさけてせ, 
けぉっとぇの. ┿ すに すけつくけ けぉっとぇってぬ しすけさけあっえ ゃしっきせ 
けぉせつうすぬ? ╆ゃっさのゅぇ-すけ しすさぇてっくくぇは, きくっ ょぇあっ つっ-
さっい さってひすおせ, う すけ くっ こけ しっぉっ ぉにかけ. 

– ¨ぉっとぇの. ′っこさけしすけ きせあうおぇき こさうょひすしは, おけ-
くっつくけ, くけ ゃっょぬ ょけぉっさきぇく – しぇきぇは かせつてぇは しすけ-
さけあっゃぇは こけさけょぇ: けく う たけいはっゃぇき こさっょぇく, う しゃけっえ 
すっささうすけさうう, つせあうた あっ う ゃうょうす, う しかにてうす, う つせっす 
くっ たせあっ けゃつぇさおう: せくうゃっさしぇかぬくぇは こけさけょぇ. [ぇいゃっ 
つすけ いうきけえ きひさいくっす: っゅけ うかう けょっゃぇすぬ こさうょひすしは, 
うかう ゃ すっこかっ しけょっさあぇすぬ. ′っす,  きうくせす すさうょちぇすぬ-
しけさけお ゃ たけかけょぇ けく う すぇお, ゅけかにてけき, こけぉっゅぇっす こけ 
こっさうきっすさせ, きけあっす う ぉけかぬてっ, くけ すけゅょぇ こさけしすにすぬ 
きけあっす, – せゃかっおぇのしぬ は こっさっつうしかっくうっき すぇかぇくすけゃ 
こけょけこっつくけゅけ, –  ╃ぇ: っしかう せゃうょうすっ, つすけ けく しうかぬくけ 
いぇきひさい, かせつてっ しさぇいせ ょぇすぬ っきせ こはすぬょっしはす ゅさぇききけゃ, 
は こけおぇあせ, おぇお. ¨く, さぇいせきっっすしは, しこっさゃぇ ぉっしうすぬしは 
くぇつくひす, くけ せあっ きうくせす つっさっい こはすくぇょちぇすぬ – ぉぇうくぬおう. 

– ┿ おぇお あっ こぇちうっくすに? ╁ょさせゅ おけゅけ こけおせしぇっす?
– ╃せきぇか せあっ けぉ ねすけき, – けょけぉさうすっかぬくけ おうゃくせか 

は, こけたゃぇかうゃ いぇけょくけ しっぉは, つすけ せつひか う ねすけ, –  ╃くひき 
くぇょけ ぉせょっす っゅけ くぇ こけゃけょおっ ょっさあぇすぬ, ぇ おぇお ゃけ-
さけすぇ いぇおさけのすしは – きけあくけ う けすこせしおぇすぬ, けく しぇき ぉっい 
こけょしおぇいけお けたさぇくはすぬ くぇつくひす. ╁さぇゅ くっ こさけえょひす, 
ねすけ こけつすう しすけ こさけちっくすけゃ. ╆ぇすけ ぉっゅぇすぬ ぉにしすさけ くぇ-
せつうすしは, うかう あっ こけ ょっさっゃぬはき かぇいうすぬ. 

– ぁすけ-すけ きっくは う ぉっしこけおけうす, – こけつっしぇか ぃさぇ 
くけし, – ′ぇてう ゅぇゃさうおう, けくう あっ お ぉぇぉぇき ゃけく うい すけゅけ 
おけさこせしぇ, – う おうゃくせか ゅけかけゃけえ ゃ しすけさけくせ けおくぇ, – 

こけ くけつぇき ぉっゅぇのす. ╃ぇ う こっさしけくぇか つぇしすっくぬおけ いぇ-
ょっさあうゃぇっすしは. ╁にえょせ は, お こさうきっさせ, こけおせさうすぬ くぇ 
おさにかぬちけ, しゃっあうき ゃけいょせたけき こけょにてぇすぬ – ぇ すせす 
すゃけえ ╃けぉさにえ きっくは いぇ ゅけさかけ! ′ぇ おけえ きくっ すぇおぇは 
しけぉぇおぇ ╀ぇしおっさゃうかっえ?

– ╄しすぬ ゃにたけょ! ぅ う けぉ ねすけき すけあっ ょせきぇか, くっ ょせ-
さぇお: こさうせつせ っゅけ お いぇこぇたせ ぉけかぬくうちに. ]ゃけうた けく 
すさけゅぇすぬ すけつくけ くっ ぉせょっす: こぇたくっす かっおぇさしすゃぇきう – 
いくぇつうす, しゃけえ. ¨つっくぬ ょぇあっ こさけしすけ. 

〈けす し しけきくっくうっき こけしきけすさっか くぇ きっくは, しょっかぇか 
«ぉせかぬお», う こけとうこぇか ぉぇすけく. ′っ くさぇゃうすしは きくっ っゅけ 
ゃいゅかはょ. ‶けたけあっ, けく せあっ ゃしひ さってうか: くっ くせあっく 
っきせ こひし, すけかぬおけ くっ たけつっす きっくは さぇいけつぇさけゃにゃぇすぬ. 
]こぇしうぉけ っきせ う くぇ ねすけき. ぅ ゃ てせすおせ しすせおくせか すけゅけ 
こけ ゅけかけゃっ ぉぇすけくけき:

– ′っ ゅさせいうしぬ, ゃしひ せあっ う すぇお こけくはすくけ. ‶さけしすけ 
こけけぉっとぇえ きくっ, つすけ せ しゃけうた ょさせいっえ-いくぇおけきにた こけ-
しこさぇてうゃぇってぬ, たけさけてけ? ′っ けすゃっつぇえ: ゃうあせ, つすけ 
しこさけしうてぬ. ╃かは こさけそけさきに, おけくっつくけ, くけ しこさけ-
しうてぬ. ¨た-たけ-たけ… ┿ ゃっょぬ くぇし かうおゃうょうさせのす.

– ╉けゅけ? ぁすけ おぇお? – くぇたきせさうかしは ゃさぇつ.
– ┿ ゃけす すぇお. ╃け しかっょせのとっえ くっょっかう ゃしった しけ-

ぉぇつっお – ゃ さぇしこにか. ¨しゃけぉけょうすぬ すっささうすけさうの, 
う ゃしひ すせす, – う は ちにおくせか ょにさはゃにき いせぉけき, – 〈ぇお 
つすけ きに ゃしの くっょっかの すけかぬおけ う ぉせょっき ょっかぇすぬ, つすけ 
ゃしの くぇてせ けさぇゃせ うしすさっぉかはすぬ. ┿ うた すぇき, くぇゃっさくけっ, 
っょうくうち しっきぬょっしはす. 〉 すっぉは ゃ けすょっかっくうう しおけかぬおけ?

– ╇ょう すに! – けすてぇすくせかしは ぃさぇ, –  ]けぉぇお し かのょぬ-
きう しさぇゃくうか.

– ╃ぇ-ょぇ, – ったうょくけ こさうとせさうかしは は, – 〉 くうた 
こぇしこけさすぇ う さけょしすゃっくくうおう. ′け は せあっ くうつっきせ くっ 
せょうゃかはのしぬ: ねすけ, いくぇってぬ, おぇお くぇき ゃ ておけかっ さぇし-
しおぇいにゃぇかう, けすおせょぇ ぉっさせすしは せぉうえちに – しこっさゃぇ ゃ 
ょっすしすゃっ けくう うい さけゅぇすおう しすさっかはのす ゅけかせぉっえ, こけすけき 
ょせてぇす おけてっお, いぇすっき ょけたけょうす けつっさっょぬ ょけ しけぉぇお. 
╇ つすけ, ょっしおぇすぬ, すぇき せあっ う ょけ せぉうえしすゃぇ つっかけゃっおぇ 
させおけえ こけょぇすぬ, くっす? ′っ こさけゃけょうかう し ゃぇきう すぇおけえ 
くさぇゃけせつうすっかぬくけえ ぉっしっょに? 〈ぇお つすけ ょけさけしかう せ 
くぇてっえ ゃかぇしすう させおう ょけ しけぉぇお, しおけさけ う ょけ すゃけうた 
«けしすさにた» ょけぉっさせすしは, ゃこさけつっき, ゃさせ, せあっ すけあっ 
ょぇゃくけ ょけぉさぇかうしぬ. ╇いゃうくう, しゅけさはつぇ は ねすけ. ぅ こけえ-
ょせ, くぇゃっさくけっ, ぇ すけ きに しっえつぇし くぇゅけゃけさうき ょさせゅ 
ょさせゅせ くっゃっしすぬ つすけ. ╋けあくけ は せ すっぉは そせくそにさうお 
しこうさすぇ こさうゃぇすういうさせの?

– ╃ぇ たけすぬ ゃっしぬ はとうお いぇぉうさぇえ, せ きっくは っとひ ゃけく 
すせす, – う ょけおすけさ いかけ こくせか こけ おけさけぉおっ, けすつっゅけ すぇ 
あぇかけぉくけ いゃはおくせかぇ, – しすけうす, ょぇ ゃ ておぇそせ っとひ たさっく 
いくぇっす しおけかぬおけ. ¨すさぇゃに くっ あぇかおけ, ゃしひ さぇゃくけ ょっ-
ゃぇすぬ くっおせょぇ. ′っ しぇきけきせ あっ くぇ さにくおっ すけさゅけゃぇすぬ?

– 〈ぇお ょぇゃぇえ は せ すっぉは おせこかの! – いぇゅけさっかしは は うょっ-
っえ, – ╋に くぇ さぇぉけすっ し きせあうおぇきう しおうくっきしは, ょぇ う 
おせこうき せ すっぉは, しおけかぬおけ おけきせ くぇょけ. ‶けつひき けすょぇてぬ?

– ╆ぇ こけか–ぇこすっつくけえ ちっくに ゃけいぬきひてぬ? – こけたけあっ, 
くぇけぉせき しこさけしうか すけす.

– ╀っい ぉぇいぇさぇ. ┿ しおけかぬおけ せ すっぉは っしすぬ?
ぃさぇ いぇゅかはくせか こけょ しすけか, こけょけてひか お ておぇそせ, 

けこはすぬ こけこうくぇか, たきにおくせか, う いぇおさにか ょゃっさおせ:
– ╆ぇこっつぇすぇくくにた おけさけぉけお すさう てすせおう, うすけゅけ – 

こはすくぇょちぇすぬ かうすさけゃ. ╁け くぇおけこうかけしぬ-すけ! – う いぇおぇ-
つぇか ゅけかけゃけえ, – ╁さけょっ しすぇさぇのしぬ, けこせしすけてぇの, ょぇ 
すっしすぬ っとひ こけきけゅぇっす, けょうく つひさす きっくぬてっ くっ しすぇくけ-
ゃうすしは. ╁しひ ゃけいぬきひてぬ? ′ぇ けすおさにすせの おけさけぉおせ くっ 
しきけすさう: しこうさす は さぇい ゃ おゃぇさすぇか こけかせつぇの, しぇきけきせ 
っとひ  こさうゅけょうすしは. 

– ぅ ぉに, きけあっす, う ゃいはか, – こさうおうくせか は ゃ せきっ 
ちっくせ, こけつひき ぉせょせ すけさゅけゃぇすぬ せ くぇし くぇ こっさっょっさあ-
おっ, – ╃ぇ おぇお は せくっしせ? ╆ょっしぬ きぇてうくせ くぇょけ, ぇ おすけ 
きっくは しのょぇ くぇ きぇてうくっ こせしすうす?

– ぁすけ くっ こさけぉかっきぇ: は しけこさけゃけあせ, ゃしひ くけさ-
きぇかぬくけ ぉせょっす. ╉けゅょぇ すっぉは あょぇすぬ-すけ?

〉 くっゅけ つすけ, すけあっ し ょっくぬゅぇきう くぇこさはあひくおぇ? 
》けすは: は しかにてぇか, つすけ ねすうき ぉのょあっすくうおぇき いぇさこかぇ-
すせ こけしすけはくくけ いぇょっさあうゃぇのす, つすけ あっ すせす せょうゃ-
かはすぬしは? ┿ は っとひ, ゃいはか, う, しせとっしすゃけ ゅくっゃかうゃけっ,  
いぇこさけしうか し くっしつぇしすくけえ きっょしっしすさに ぇあ ょゃぇ おうかけ 
おぇさすけておう. ┿ きけあっす, けくう し っひ ょけつおぇきう すけかぬおけ っえ 
う こうすぇのすしは? ′ったけさけてけ ゃにてかけ, くけ ょぇ かぇょくけ, は うき 
すけあっ くけしけつおけゃ すぇき ゃしはおうた こさうゃっいせ, ょぇ う しさっょ-
しすゃぇきう, っしかう くぇょけ, こけきけゅせ: くっ ゃしひ あっ あひくせておっ 
けすょぇゃぇすぬ.

– ╉ぇお ょっくっゅ くぇしけぉうさぇの. ╆くぇってぬ, は こけえょせ しっえ-
つぇし ゃ けすしすけえくうお, しおぇあせ きせあうおぇき, つすけぉに ょっくぬゅう 
いぇゃすさぇ し しけぉけえ ぉさぇかう, う, っしかう ゃしひ くけさきぇかぬくけ, ょけ 
けぉっょぇ う いぇしおけつせ. ╊ぇょに? – う せあっ くぇつぇか ぉにかけ しけ-
ぉうさぇすぬしは, くけ ょけおすけさ きっくは けしすぇくけゃうか:

– ‶けゅけょぬ! – けしすぇくけゃうか きっくは すけす, – ╃ぇゃぇえ しくぇ-
つぇかぇ ねすせ ぉぇくけつおせ こさうおけくつうき こけ-ぉにしすさけきせ, ぇ すけ 
ゃにょけたくっすしは, すぇき う こけえょひてぬ: ゃさっきは-すけ っとひ ょっす-
しおけっ. ]ぇょうしぬ けぉさぇすくけ, ょぇ さぇししおぇいにゃぇえ, いぇ つすけ あっ 
ゃぇし すぇお さぇいけゅくぇかう, ぇ すけ は くうつっゅけ くっ こけくはか.

– ┿ は こけくはか? – ゃくけゃぬ けこせしすうかしは は くぇ ょうゃぇく-
つうお, – ╃うさっおすけさ ゅけゃけさうす, つすけ, きけか, ぉけゅぇすっはき 
きっしすけ くぇてっ こさうゅかはくせかけしぬ, う, ゃ こさうくちうこっ, は し 
くっえ しけゅかぇしっく. ]つうすぇえ: けすけこかっくうっ ょぇあっ ゃ ぇくゅぇ-
さっ っしすぬ, たけすぬ けくけ う くっ さぇぉけすぇかけ すぇき くうおけゅょぇ, 
くけ すさせぉに-すけ っしすぬ. ╉けくすけさぇ ぉけかぬてぇは, すっかっそけく, 
すせぇかっす, ょぇあっ ょせて っしすぬ. ¨させあっえおぇ けこはすぬ-すぇおう, 
ょぇ おぇししぇ いぇさってっつっくくぇは. ╇ ゃしひ ねすけ – くうつっえくけっ, 
おぇお すせす お させおぇき くっ こさうぉさぇすぬ? ╁けす… ぃさ, そけさ-
すけつおせ けすおさけえ, こけあぇかせえしすぇ, ぇ すけ きに し すけぉけえ すぇお 
くぇおせさうかう, つすけ くっ こさけょけたくせすぬ. ┿ゅぇ, しこぇしうぉけ, 
けおくけ ょぇあっ かせつてっ.



• ╁ すぇおしう すさっぉせのすしは ょうしこっすつっさ, 
ゃけょうすっかぬ し か/ぇ. 8-922-14-00-
100.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «╁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.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいつうおう («╋けさうけく», せか. 
╊っくうくぇ, 2╀). 8-905-80-00-089.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ おぇそっ «╇ゃっさうは» しさけつくけ すさっ-
ぉせのすしは こけゃぇさぇ, ぉぇさきっくに, けそう-
ちうぇくすに. 〉しかけゃうは こさう しけぉっしっょ., 
くぇかうつうっ しぇく. おくうあおう けぉはいぇすっかぬくけ. 
4-93-19, 8-912-24-45-947.

[╄╉╊┿╋┿

• ′はくは. 8-912-61-73-499.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀せたゅぇかすっさ. 8-909-01-61-095.
[╄╉╊┿╋┿

• 【ゃっは し け/さ ゃ きっぉっかぬくにえ ちった. 
4-78-86, 8-919-37-53-820.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ-ねおしこっょうすけさ くぇ しかせ-
あっぉくせの ╂┿╆っかぬ. 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿ 

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

[╄╉╊┿╋┿ 

• ╊けゅうしす-ょうしこっすつっさ, くけつくにっ 
しきっくに. 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお. 266-30-33.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁けしこうすぇすっかぬ ゃ きうくう-しぇょ. 
8-950-65-65-476.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇゅぇいうくに, 25 き2 う 40 き2. 8-922-
10-64-050, 8-912-20-02-195.

[╄╉╊┿╋┿

• ′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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさゅ. こかけとぇょぬ, 12 き2, せか. 
┿くせつうくぇ, 5 (き-く こさけきすけゃぇさに). 
8-950-64-30-592.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ╉けきくぇすせ. 8-904-54-21-287.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
21. 8-922-29-50-058.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, せか. [っゃけかのちうけくくぇは, ゅぇい, 
ゃけょぇ, 11 しけす. いっきかう. 8-922-15-00-785.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っょけしすさけえ, 2 ねす. + ちけおけかぬ, 
せつ-お 10 しけす., こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 
しけぉしすゃっくくうお. 8-952-73-48-823.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, 32 しけす. 8-904-98-96-043.
[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╉うけしお, 2た3,5. 8-908-90-
31-708.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったくうお, おぇつっしすゃっくくけ, くっ-
ょけさけゅけ. 8-906-80-37-910.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったきけくすぇあ. 8-902-26-24-760.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ. 8-922-29-
42-258.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉すっこかっくうっ けぉなっおすけゃ くっょゃう-
あうきけしすう – ねおけゃぇすぇ. 8-922-13-
47-546.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃ういぇえく-こさけっおす おゃぇさすうさ, さっ-
きけくす. 8-909-02-47-350.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけこっさっゃけいおう けす 1 おゅ ょけ 3 す. 
8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

• 》ひくょぇえ ‶けさすっさ, おせいけゃ 3 き.
8-919-37-10-700.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-61-95-777.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-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.
[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè
8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ くぇ 
ょけきせ. ╀っい ゃにたけょくにた. ‶っくしうけくっさぇき 
しおうょおぇ 10%. 8-912-28-37-529.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく 
くぇ ょけきせ. 8-902-26-24-622.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
4-28-58, 8-904-54-07-708.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ. 
╂ぇさぇくすうは. 8-922-60-09-429.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた, こけしせ-
ょけき. きぇてうく, ねか. ゃけょけくぇゅさっゃぇ-
すっかっえ. 8-922-21-58-427, 8-908-90-
34-644.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 
す, けすしっゃ, とっぉっくぬ. ┿ゃすけねゃぇおせぇすけさ. 
8-922-20-38-896.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す, 
けすしっゃ, とっぉっくぬ, すけさそ. ┿ゃすけねゃぇおせぇ-
すけさ.  8-922-21-31-317. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す. 
8-950-64-42-925.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
8-922-12-94-898. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[, 6 き, 6 す. 
8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 5 す, しすさっかぇ 3 す. 
8-904-38-14-144, 8-912-64-53-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすこけきけとぬ くぇ ょけきせ. ╉させゅかけ-
しせすけつくけ. 8-902-26-15-454, 8-922-
12-94-906, 4-22-53.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすおかうくうおぇ «[ぇくぇさぇ» 
(╀╋╃╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. (343) 
290-92-54, 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]っくけ ゃ させかけくぇた. 8-906-81-14-
238.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╁ぇおぇくしうう′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう

]すさけえきぇすっさうぇかに ╂させいけこっさっゃけいおう

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

17 ôåâðàëÿ
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╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

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

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 800 させぉ. 8-902-
87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, 700 させぉ. ‶うかけきぇすっさうぇか, 
いぇぉけさくにっ しすけかぉうおう. 8-904-98-37-546.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. ╁¨╆╇╋ 』╄]〈′〉ぃ 
╉〉╀┿〈〉[〉. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ おけかけすにっ, けす 900 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 8-963-85-16-343.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-912-62-11-559.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ しせたうっ, おけかけすにっ. ╂けさ-
ぉにかぬ くぇこうかっくくにえ. 8-961-57-36-
475.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-
529.

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉに ょかは ぉぇくう うい いうきくっゅけ 
かっしぇ. 8-912-61-41-800, 8-912-61-
41-859.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬちぇ, おさにておう おけかけょ-
ちっゃ, ょくうとっ, かのお. ╃けしすぇゃおぇ. 
8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ゅけかぬ. ╃けしすぇゃおぇ. ╁っしに. ╃けおせ-
きっくすに. 261-46-56.

[╄╉╊┿╋┿

• 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», 
«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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ
• さぇぉけつうっ くぇ こさけういゃけょ-
しすゃけ きはゅおけえ きっぉっかう (けぉせつっ-
くうっ)
• さぇぉけつうっ し け/さ くぇ こさけ-
ういゃけょしすゃけ おけさこせしくけえ きっぉっかう 

4-00-23, 228-38-47
[╄╉╊┿╋┿

ぢëÜó£çÜÑïöçÜ ÖñïöíÖÑíëöÖÜÇÜ 
öñä¿Ü½ñêíÖóôñï¡ÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　 どÄで ó んÄで 

öëñßÜ0öï　
ちあいそねけか 5-6 ちあくちみおそう:

◊ ôðåçåðîâùèê (îïûò îáÿçàòåëåí)

◊ òîêàðü (îïûò îáÿçàòåëåí)

£/ä ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ, öñ¿. (343) 383-11-18, 383-44-89 
ëñ£0½ñ Üöäëíç¿　öá Öí äÜôöÜç▲ú 　àó¡: 

tepteh@nexcom.ru [╄
╉╊

┿╋
┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

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

(343) 361-15-10

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

Администрация, профсоюзный комитет и 

Совет ветеранов УЗПС выражают искренние 

соболезнования родным и близким 

』そつせそうつさそえそ ╅しかさつあせおちあ ╅ちさあおへかうけねあ, 
бывшего работника завода, безвременно 

ушедшего из жизни.



╉╊┿╃¨╁】╇╉ 

し けこにすけき さぇぉけすに
い/こ こさう 

しけぉっしっょけゃぇくうう
4-00-23

228-38-47 [╄
╉╊

┿╋
┿

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 2000 ë., 1000 ë.
╋〉╉┿, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç, ç/ï - 950 ë., 480 ë.
¨╉¨[¨』╉┿, 15 ¡Ç - 1400 ë. 
]¨╊を - 400 ë.

╃けしすぇゃおぇ ぉっしこかぇすくけ
8-912-20-48-356 

4-47-29 [╄╉╊┿╋┿

ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ

8-912-69-99-918

8-952-72-83-868

8-912-04-58-928

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
しこせすくうおけゃけえ ぇくすっくくに

ぉっい ぇぉけくっくすしおけえ こかぇすに

[╄╋¨′〈 うきこけさすくにた
すっかっゃういけさけゃ くぇ ょけきせ

8-906-80-49-158, 4-50-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

15ÂÀÊÀÍÑÈÈ, ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
17 ôåâðàëÿ

2011 ãîäà

"Русский хлеб"
требуются:

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

8 (34369) 3-09-75
8-902-87-72-328 さっ

おか
ぇき

ぇ

ÎÎÎ "ÁÐÎÇÝÊÑ" 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

{ 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 [╄╉╊┿╋┿

ゾゾゾ "バヱゲ"
┎┏┇┌┇┋〞┄┑ 

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

┄┅┐┅│├┅│

8-922-15-01-110

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨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 うくそけさきうさせっす けぉ うすけゅぇた すけさゅけゃ 
くぇ こさぇゃけ いぇおかのつっくうは ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに けぉなっおすけゃ きせくうちうこぇかぬくけゅけ 
くっあうかけゅけ そけくょぇ, しけしすけはゃてうたしは 15 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ.

╊けす 1: こさぇゃけ ぇさっくょに しっすう すっこかけしくぇぉあっくうは かうす. 8, 
せつぇしすおう 1-20 こさけすはあっくくけしすぬの 2232,8 き, さぇしこけかけあっくくけえ ゃ こ. 
╋けくっすくけき. ′ぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こけしすせこうかぇ けょくぇ いぇはゃおぇ けす ¨¨¨ 
«〈っこかけゅっくっさうさせのとぇは おけきこぇくうは ぁくっさゅけ». 〈けさゅう こけ ょぇくくけきせ かけすせ 
こさういくぇくに くっ しけしすけはゃてうきうしは.

╉けきうししうは こさうくはかぇ さってっくうっ いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ ぇさっくょに し 
っょうくしすゃっくくにき こさっすっくょっくすけき, こけょぇゃてうき いぇはゃおせ, ¨¨¨ «〈っこかけゅっ-
くっさうさせのとぇは おけきこぇくうは ぁくっさゅけ» こけ くぇつぇかぬくけえ ちっくっ かけすぇ. 

╊けす 2: こさぇゃけ ぇさっくょに しっすう すっこかけしくぇぉあっくうは かうす. 1╄ 
こさけすはあっくくけしすぬの 194,4 き, さぇしこけかけあっくくけえ ゃ こ. ]ぇさぇこせかおっ けす 
いょぇくうは ぉかけつくけえ おけすっかぬくけえ ゃ 200 き くぇ のゅけ-ゃけしすけお けす あうかけゅけ 
ょけきぇ こけ せか. ]けゃたけいくけえ, 4, ょけ あうかけゅけ ょけきぇ こけ せか. ]けゃたけいくけえ, 
1. ′ぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こけしすせこうかぇ けょくぇ いぇはゃおぇ けす ¨¨¨ 
«╀っさっいけゃしおうっ すっこかけゃにっ しっすう». 〈けさゅう こけ ょぇくくけきせ かけすせ こさういくぇくに 
くっ しけしすけはゃてうきうしは.

╉けきうししうは こさうくはかぇ さってっくうっ いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ ぇさっくょに 
し っょうくしすゃっくくにき こさっすっくょっくすけき, こけょぇゃてうき いぇはゃおせ, ¨¨¨ 
«╀っさっいけゃしおうっ すっこかけゃにっ しっすう» こけ くぇつぇかぬくけえ ちっくっ かけすぇ. [╄╉╊┿╋┿

¨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 
うくそけさきうさせっす けぉ うすけゅぇた すけさゅけゃ くぇ こさぇゃけ いぇおかのつっくうは 
ょけゅけゃけさぇ ぉっいゃけいきっいょくけゅけ こけかぬいけゃぇくうは いょぇくうっき 
ょっすしおけゅけ しぇょぇ こかけとぇょぬの 535,8 き2, さぇしこけかけあっくくにき 
こけ ぇょさっしせ: 

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 17┿. 
〈けさゅう こさういくぇくに くっ しけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう し 

けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた. [╄╉╊┿╋┿

ゾゾゾ «ダダデ» 
òðåáóåòñÿ ñëåñàðü ÌÑÐ

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

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

(343) 295-70-01 (ザ┐┄┌┇┞)

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

1300
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00
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ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゐÜëö 5 ö

8-912-62-74-617 [╄
╉╊

┿╋
┿

カ ┋┄┅┃┒┌〞┏┍┃┌┒┝ ┑┍┏│┍━┒┝ ┉┍┋┎〞┌┇┝ 

òðåáóþòñÿ 
ìåíåäæåðû ïî ïðîäàæàì 

ゎ │┇─┉┇┈ │┏〞┓┇┉ 
ゎ ━┚┐┍┉┇┄ ┉┍┋┇┐┐┇┍┌┌┚┄ 

8-922-22-75-274
━ ┏〞─┍┖┇┄ ┃┌┇ ┐ 10-00 ┃┍ 16-00 ┖〞┐┍━ [╄

╉╊
┿╋

┿

が¿　 öñê, ¡öÜ îñÖóö ïçÜñ çëñ½　 
ó ßñëñ¢、ö ïçÜó Öñëç▲!

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

 だâÜë½¿ñÖóñ äëíç ïÜßïöçñÖÖÜïöó Öí £ñ½ñ¿áÖ▲ñ Üôíïö¡ó 
ó ÑÜ½Üç¿íÑñÖó　
 だâÜë½¿ñÖóñ Öíï¿ñÑïöçñÖÖ▲ê äëíç
 だâÜë½¿ñÖóñ ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Ñ¿　 äëóçíöó£íîóó ¡çíëöóë
 ぢÜÑÇÜöÜç¡í ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç ó ïÜäëÜçÜ¢ÑñÖóñ ïÑñ¿Ü¡  ¡Üä¿ó-

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

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

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

(Ñ¿　 âó£óôñï¡óê ó 0ëóÑóôñï¡óê ¿óî), äÜÑÇÜöÜç¡í ó äñôíöá 
ïÜÇ¿íüñÖóú Ü ëí£Ññ¿ñ ÑÜ½Üç¿íÑñÖóú ó £ñ½ñ¿áÖ▲ê Üôíïö¡Üç
 ぢÜÑßÜë çíëóíÖöÜç Ñ¿　 äëóÜßëñöñÖó　 ó äëÜÑí¢ó Üßéñ¡öÜç 

ÖñÑçó¢ó½ÜÇÜ ó½Üàñïöçí
 ùëóÑóôñï¡óñ ¡ÜÖïÜ¿áöíîóó
 ぢÜÑÇÜöÜç¡í äëÜñ¡öÖÜú ÑÜ¡Ü½ñÖöíîóó: öñêÖóôñï¡óê 

£í¡¿0ôñÖóú ó äëÜñ¡öÜç äÜ äñëñä¿íÖóëÜç¡ñ
 でÜïöíç¿ñÖóñ ï½ñö, ç öÜ½ ôóï¿ñ Ñ¿　 ïÜÑí

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

¡ëÜ½ñ äÜï¿ñÑÖñú ïÜßßÜö▲ ½ñï　îí
ïäëíç¡ó äÜ öñ¿. 8 (34369) 4-32-46, 4-12-61
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┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん
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〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ 

こさけょぇゃちに 

こさけょけゃけかぬしすゃっくくにた 

すけゃぇさけゃ
こさっょけしすぇゃかはっすしは 

けぉとっあうすうっ

8-912-24-83-669
[╄╉╊┿╋┿

ダ┏┍│┏〞┋┋〞 ┉┍┏┏┄┉┕┇┇ ━┄┐〞, 
┍┆┃┍┏┍━┊┄┌┇┞ ┇ ┍┋┍┊┍┅┄┌┇┞

ダ┏┍│┏〞┋┋〞 ┏〞┐┖┇┑〞┌〞 ┌〞 2 ┃┌┞:
┎┞┑┌┇┕〞 – ━┄┖┄┏, ━┍┐┉┏┄┐┄┌┛┄ – ┃┄┌┛
┑┄┊┄┓┍┌ ┃┊┞ ┆〞┎┇┐┇: 8-922-15-63-631
www.ves-ok.tiu.ru свидетельство о регистрации 308667408600103

ケ┅┄┓┙┈┉ ┒┐┅┍┅┐ – │┐─┗, ┊─┍┄┈┄─┒ ┌┅┄┈┖┈┍┑┊┈┕ 
┍─┓┊, ┑┅┐┒┈└┈┖┈┐┎│─┍┍┛┉ ┒┐┅┍┅┐ «バ┍┈│┅┐┑┈┒┅┒─ 
ギ┄┈┍┑┒│─», ─┑┒┐┎┏┑┈┕┎┋┎┃

カ┚ ┐┋┍┅┄┑┄ ┆〞 ┋┄┐┞┕ ┎┍┐┑┏┍┈┌┄┑┛ 
┌〞 10-15 ┇ ─┍┊┄┄ ┉┇┊┍│┏〞┋┋ ┐ 

┐┍└┏〞┌┄┌┇┄┋ ┏┄┆┒┊┛┑〞┑┍━!
[╄

╉╊
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┿

╀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
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╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 
うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす さっおかぇきけ-
ょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

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

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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 65998 〈うさぇあ 3830. ̈ ぉなっき 4 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
¨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

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

〉』[╄╃╇〈╄╊を ╂┿╆╄〈｠:
ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
╇╆╃┿〈╄╊を: ╀っさっいけゃしおけっ ╋┿〉 
“[っょぇおちうは ゅぇいっすに “╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ”.

17 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-3516
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äÜÑÇÜöÜç¡í çÜÑóöñ¿ñú
äëóÇ¿íüíñö 
Öí ÜßÜôñÖóñ

çÜÑóöñ¿ñú ¡íö. ゑ.
ゎごゐとんé 

でごでどぎぜん でとごがだと.
げíÖ　öó　 äëÜêÜÑ　ö 

äÜ íÑëñïÜ:
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ]すさけうすっかっえ, 18 «ぇ»
(てゃっえくぇは そぇぉさうおぇ «╀┿[]»)

 8 (343) 219-13-18
8-961-76-34-434

かうちっくいうは わ3367 [╄╉╊┿╋┿

Ìû 

îòêðûëèñü!
｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû

｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196

づぎとずんぜん

┿すっかぬっ 

«Элегант»
принимает заказы на: 

{ ремонт и пошив 

всех видов одежды 

{ ремонт 

меховых изделий

Ü¿. とë. ゎñëÜñç, 6
4-86-69

ôíï▲ ëíßÜö▲ ï 10-00 ÑÜ 18-00
ßñ£ äñëñë▲çí, ç▲êÜÑÖ▲ñ 

ïÜßßÜöí ó çÜï¡ëñïñÖáñ
づぎとずんぜん
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19 и 20 февраля с 10 до 19 часов 
Дворец молодежи

½ñêÜçí　 　ë½íë¡í 
«ぢ　öóÇÜëï¡óñ üÜß▲»

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

ул. Театральная, 7
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＠◇◎☆§ ☆◎ ぐく くくく ○◇′＊＄＃      §◇Ｚ○％↑ ☆◎ けご くくく ○◇′＊＄＃
§☆○＆° ☆◎ げく くくく ○◇′＊＄＃       ●◇○☆＆ ☆◎ けご くくく ○◇′＊＄＃

＄§☆◎ ☆◎ こく くくく ○◇′＊＄＃

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

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

『っくぇ ょかは さぇぉけすぇのとうた – 2000 させぉ., 
ょかは ょっすっえ う こっくしうけくっさけゃ – 1500 させぉ.

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

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

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

こかぇいきに, すさうたけきけくぇょに, かはきぉかうう, ぇしおぇさうょに う ょさ.).
* ╁にはゃかっくうっ ぇかかっさゅっくけゃ.
* ‶さけゃっょっくうっ うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ おけきこぬのすっさくけゅけ こけょぉけさぇ う くぇいくぇつっくうっ くけゃっえ-

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

╁っょっくうっ こぇちうっくすぇ ょけ ゃにいょけさけゃかっくうは
╆ぇこうしぬ こけ すっかっそけくせ: 8-963-03-38-123
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でñëöóâó¡íö ヽ 6848229 Üö 12.12.2005 ÇÜÑí.ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Äàìû è ãîñïîäà!

Ñ 21 ôåâðàëÿ ñòàðîå êàôå «Îòäûõ» 
ïðîâîäèò äíè ðóññêîé êóõíè

ぞñ äëÜêÜÑóöñ ½ó½Ü, £íÇ¿　Öóöñ ¡ Öí½ Öí 
ÜÇÜÖñ¡ ó ÜöçñÑíúöñ üíÖáÇó ï ¡íëöÜâñ¿ñ½, 

äóëÜ¢¡ó ï ½Üë¡Üçá0 ó ïçñ¡¿Üú, ¡íëíï　 
¢íëñÖÜÇÜ, ëñÑá¡Ü ï ¡çíïÜ½, ¡ÜëÖó¡, 

çóÖñÇëñöÖ▲ú ïÜä ï äñëñäñ¿óÖ▲½ó 　úîí½ó ó 
½ÖÜÇÜñ ÑëÜÇÜñ!

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: óë. Ìàÿêîâñêîãî, 2

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 4-84-40
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デ┏─┑┈━┎ ─┄┌┈┍┈┑┒┐─┖┈┈ カヴダ, ┐┓┊┎│┎┄┑┒│┓ カゲデジ, 
┓┏┐─│┋┅┍┈┞ ┑┎┖┈─┋├┍┎┉ ┇─┙┈┒┛ ┍─┑┅┋┅┍┈┟ ┈ ┐┅┄─┊┖┈┈ 

┃─┇┅┒┛ «カ┅┐┅┇┎│┑┊┈┉ ┐─━┎┗┈┉». ゲ─ │┍┈┌─┍┈┅ ┈ 
┏┎┇┄┐─│┋┅┍┈┟ ┏┎ ┏┎│┎┄┓ ┌┎┅┃┎ ┑┒┎┋┅┒┈┟. ケ┑┅┌ ┆┅┋─┞ 

┇┄┎┐┎│├┟ ┈ ┄┎┋┃┎┉ ┑┗─┑┒┋┈│┎┉ ┆┈┇┍┈.

╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ [ぇしすゃけさけゃぇ

Ìèõàèë Áîÿðñêèé

‶けつひすくにえ ゅさぇあょぇくうく ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ, 
しすぇさっえてうえ ゃっすっさぇく すにかぇ う しこけさすぇ ╁うおすけさ 

╇ゃぇくけゃうつ ╋ぇおしうきけゃ ゃにさぇあぇっす しっさょっつくせの 
ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ ゃしっき, おすけ けすおかうおくせかしは くぇ っゅけ 

85-かっすくうえ のぉうかっえ, こさけういくひし すひこかにっ しかけゃぇ, 
ゃさせつうか ゅさぇきけすに, こけょぇさうか こけょぇさおう. ]つぇしすぬは う 

ぉかぇゅけこけかせつうは ゃぇき, ょけさけゅうっ ぉっさっいけゃつぇくっ!

Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, êîâàíûå 

èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

8-919-36-40-690
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╆ ┱〉╆〉╅╉》╉╋〉╆『‶〉] 《〉『╉[‶╉

╂╉╃『 - 5 かっす! 
〉╁┿╅┿╄╋｠╄ ╃┿╋｠ ╇ ╂¨]‶¨╃┿!

╁ こさっょょゃっさうう しぇきけゅけ おさぇしうゃけゅけ ゃっしっくくっゅけ こさぇいょくうおぇ ╂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 こさうゅかぇてぇっす ゃぇし くぇ おけくちっさすくせの こさけ-
ゅさぇききせ し せつぇしすうっき しぇきけゅけ かのぉうきけゅけ う くっこさっゃいけえょひくくけゅけ きせておっ-
すひさぇ, くぇさけょくけゅけ ぇさすうしすぇ [《 

╋うたぇうかぇ ╀けはさしおけゅけ
╉けくちっさす ╋うたぇうかぇ ╀けはさしおけゅけ – ねすけ せくうおぇかぬくぇは ゃけいきけあくけしすぬ 

こさっこけょくっしすう くっいぇぉにゃぇっきにえ こけょぇさけお ゃぇてうき かのぉうきにき!

╉けくちっさす しけしすけうすしは 6 きぇさすぇ (ゃけしおさっしっくぬっ) ゃ 17.00, 
ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお», こ. ′けゃけぉっさひいけゃしおうえ (せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 1╀).
╀うかっすに くぇ おけくちっさす きけあくけ こさうけぉさっしすう ゃ おぇししっ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» 
う ゃ さっょぇおちうう ゅぇいっすに «╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» (せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9). 

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくぇき: 8-912-24-46-678, 8-904-16-94-127,
3-20-03, 3-30-05, 3-23-92 (ゃぇたすぇ), 4-90-35 (さっょぇおちうは).

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿


