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‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 20 そっゃさぇかは
‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 

ょくひき -20-22, くけつぬの -30-32
╁っすっさ しっゃっさくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 747 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 21 そっゃさぇかは
ぅしくけ, 

ょくひき -21-23, くけつぬの -28-30
╁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 751 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 22 そっゃさぇかは
ぅしくけ, 

ょくひき -17-19, くけつぬの -25-27
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 756 きき さす.しす.
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МОШЕННИКИ В ГОРОДЕ 
ОБИРАЮТ 
ПЕНСИОНЕРОВ

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╁ ‶¨]╊╄╃′╄╄ ゃさっきは ゃ 
╀っさひいけゃしおけき せつぇしすう-

かうしぬ しかせつぇう こけしっとっくうは 
こけあうかにた かのょっえ くっょけぉさけ-
しけゃっしすくにきう こさけょぇゃちぇきう, 
おけすけさにっ さぇしこさけしすさぇくはのす 
きっょうちうくしおうっ こさうぉけさに. 

╁ くぇつぇかっ そっゃさぇかは ょゃけっ きけかけ-
ょにた かのょっえ こけいゃけくうかう ゃ けょくせ うい 
おゃぇさすうさ ょけきぇ くぇ せかうちっ ╉さぇしくにた 
╂っさけっゃ. ‶っくしうけくっさおぇ 〈ぇすぬはくぇ 
╇ゃぇくけゃくぇ (うきは ういきっくっくけ) きっょ-
かうかぇ: かうちぇ いぇ ょゃっさぬの ぉにかう っえ 
くっいくぇおけきに. ′け おけゅょぇ きせあつうくに 
くぇいゃぇかう っひ うきは, そぇきうかうの う ゅけょ 
さけあょっくうは, けすおさにかぇ. ╃ぇかぬてっ 
ゃしひ こさけうしたけょうかけ ぉにしすさけ. ‶けしっ-
すうすっかう ぉにかう くぇしすけえつうゃに. ¨ょうく 
うい くうた ゅけゃけさうか ゃおさぇょつうゃけ, ょさせ-
ゅけえ, くぇけぉけさけす, ういかうてくっ ゅさけき-
おけ. ╇い-いぇ ねすけゅけ あっくとうくぇ すっさは-
かぇしぬ. ╁っょぬ 〈ぇすぬはくぇ ╇ゃぇくけゃくぇ 
くっ くせあょぇかぇしぬ ゃ すけき, つすけぉに っえ 
おさうつぇかう, – こさけぉかっき しけ しかせたけき 
せ くっひ くっす. 

╁ういうすひさに すにおぇかう ゃ かうちけ 
おぇおうきう-すけ «おけさけつおぇきう», おけすけ-
さにっ あっくとうくぇ くっ しきけゅかぇ すけかおけき 
さぇししきけすさっすぬ, う せゃっさはかう, つすけ 
こさっょしすぇゃかはのす しこっちうぇかぬくにえ けす-
ょっか こけきけとう こけあうかにき かのょはき 
こさう けぉかぇしすくけえ ぇょきうくうしすさぇちうう. 
╆ぇすっき さぇしこぇおけゃぇかう こさうくっしひく-
くにえ し しけぉけえ きっょうちうくしおうえ こさう-
ぉけさ う しすぇかう こさうおかぇょにゃぇすぬ っゅけ お 
おけかっくせ こっくしうけくっさおう – こけおぇいに-
ゃぇかう, おぇお うき こけかぬいけゃぇすぬしは. ′け 
あっくとうくぇ くっ しけぉうさぇかぇしぬ ょっかぇすぬ 
こけおせこおせ. 〈けゅょぇ ゃ たけょ こけてかう 
ぉせおゃぇかぬくけ しかっょせのとうっ せゅさけいに: 
«]っえつぇし ゃに いょけさけゃに, ぇ つっさっい 
こけかゅけょぇ ぉせょっすっ ゃ うくゃぇかうょくけえ 
おけかはしおっ っいょうすぬ, こけあぇかっっすっ, つすけ 
くっ おせこうかう ねすけす こさうぉけさ».

‶けょ おけくっち 〈ぇすぬはくぇ ╇ゃぇくけゃくぇ 
あっかぇかぇ すけかぬおけ けょくけゅけ: つすけぉに 
くっういゃっしすくにっ ぉにしすさっっ こけおうくせ-
かう っひ おゃぇさすうさせ, ょぇあっ っしかう ょかは 
ねすけゅけ こさうょひすしは おせこうすぬ すけゃぇさ. 
¨くぇ こけょこうしぇかぇ おぇおうっ-すけ ぉせきぇ-
ゅう. ╃けしすぇかぇ ょっくぬゅう (くっしおけかぬおけ 
すにしはつ させぉかっえ), しょぇつう せ こさけ-
ょぇゃちけゃ くっ くぇてかけしぬ. 》けすっかぇ 
こけえすう お しけしっょおっ, さぇいきっくはすぬ, くけ 
っひ くっ こせしすうかう, «しけゅかぇしうかうしぬ» 
くぇ ぉけかぬてせの ちっくせ. 〉たけょは, こさけ-
ょぇゃちに こけけぉっとぇかう ゃっさくせすぬしは う 
«ゃにゃっいすう» こっくしうけくっさおせ くぇ けす-
ょにた こけ «かぬゅけすくけえ» こせすひゃおっ… 
〈けかぬおけ おけゅょぇ けしすぇかぇしぬ けょくぇ う 
こさうてかぇ ゃ しっぉは, あっくとうくぇ こけ-
くはかぇ, つすけ せ くっひ ぉにかう きけてっく-
くうおう. ╋にしかぬ, つすけ ねすう かのょう 
けぉっとぇかう こさうえすう っとひ さぇい, ゃに-
いにゃぇっす しけょさけゅぇくうっ. 

╁くうきぇくうっ! ╇ しっゅけょくは ゃ ょゃっさぬ かのぉけゅけ うい こっくしうけくっさけゃ きけゅせす 
こけしすせつぇすぬ きけてっくくうおう! 〈ぇお, こけ ょぇくくにき 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 くぇてっゅけ けおさせゅぇ, かのょう, こけたけあうっ こけ こさうきっすぇき くぇ 
ゃういうすひさけゃ 〈ぇすぬはくに ╇ゃぇくけゃくに, せあっ «けすきっすうかうしぬ» ゃ ′けゃけぉっ-
さひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ う こけ ょさせゅうき ぇょさっしぇき ゃ きうおさけさぇえけくっ 
]けゃっすしおけき. 

╀せょぬすっ ぉょうすっかぬくに!

╁ ょっおぇぉさっ こさけてかけゅけ ゅけょぇ 
くぇてぇ ゅぇいっすぇ こうしぇかぇ けぉ ぇそっさっ ゃ 
╃けきっ ゃっすっさぇくけゃ, おけゅょぇ ょゃっ くぇ-
しすけえつうゃにっ ょっゃせておう うい そうさきに 
╇‶ ╃せぉけゃつっくおけ けすゃっいかう ゃ ぉぇくお 
80-かっすくのの ┿くくせ ╋うたぇえかけゃ-
くせ ╅うかぬちけゃせ, すぇき こけょしおぇいぇかう, 
つすけぉに けくぇ しくはかぇ しけ しゃけっえ しぉっさ-
おくうあおう ゃしの うきっのとせのしは しせききせ 
(ぉけかっっ 14-すう すにしはつ させぉかっえ), いぇ-
すっき ゃ きぇてうくっ ゃにょっさくせかう いぇあぇ-
すにっ おせこのさに うい させおう あっくとうくに 
(おけすけさぇは くっ すぇお ょぇゃくけ こっさっくっし-
かぇ ゃすけさけえ うくしせかぬす). ╁いぇきっく ょぇかう 
すさう けょうくぇおけゃにた (!) ぇここぇさぇすぇ. ′ぇ 
しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ こせすひき ょけかゅうた 
こっさっゅけゃけさけゃ し そうさきけえ せょぇかけしぬ 
ゃっさくせすぬ ょっくぬゅう すけかぬおけ 
いぇ ょゃぇ うい くうた.

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
1473 ゅけょ – さけょうかしは ′うおけかぇえ ╉けこっさくうお, こけかぬしおうえ ぇしすさけくけき, 

しけいょぇすっかぬ ゅっかうけちっくすさうつっしおけえ しうしすっきに きうさぇ.
1878 ゅけょ – ぇきっさうおぇくしおうえ ういけぉさっすぇすっかぬ 〈けきぇし ぁょうしけく いぇこぇ-

すっくすけゃぇか こさうぉけさ ょかは きったぇくうつっしおけえ いぇこうしう う ゃけしこさけういゃっょっくうは 
いゃせおぇ, おけすけさにえ くぇいゃぇか そけくけゅさぇそ. ぁすけ ういけぉさっすっくうっ しすぇかけ くぇ-
つぇかけき ねさに ぇせょうけいぇこうしう.

1921 ゅけょ – ゃにてっか こっさゃにえ くけきっさ ゅぇいっすに «〈させょ».
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‶¨╆╃[┿╁╊ぅ╄╋
12 そっゃさぇかは おけさっくくけえ ぉっさっいけゃ-

つぇくおっ, ゃっすっさぇくせ すさせょぇ う すさせあっ-
くうちっ すにかぇ [ぇしすゃけさけゃけえ ╋ぇさうう 
ぅおけゃかっゃくっ うしこけかくうかけしぬ 100 かっす. 
╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ こさうくうきぇかぇ ゃ 
ねすけす ょっくぬ こけいょさぇゃかっくうは きくけゅけつうし-
かっくくにた さけょしすゃっくくうおけゃ う おけかかっゅ. 
‶けいょさぇゃうかぇ ょけかゅけあうすっかぬくうちせ  う 
¨かぬゅぇ ╁うおすけさけゃくぇ 【っかせたうくぇ, いぇ-
きっしすうすっかぬ ゅかぇゃに  ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
こけ しけちうぇかぬくにき ゃけこさけしぇき. 

¨かぬゅぇ ╁うおすけさけゃくぇ, おぇお う ゃしっ ゅけ-
しすう, ぉにかぇ こさうはすくけ せょうゃかっくぇ, つすけ 
くっしきけすさは くぇ こけつひすくにえ ゃけいさぇしす, 
╋ぇさうは ぅおけゃかっゃくぇ ゃっしっかけ さぇしこっゃぇ-
っす こっしくう う うゅさぇっす くぇ ぉぇかぇかぇえおっ. 
ぃぉうかはさ くっ さぇしすっさはかぇ いぇ ねすう ゅけょに 
けこすうきういき う けぉぇはくうっ. 

′ぇ そけすけ (しかっゃぇ くぇこさぇゃけ): 
おけかかっゅぇ ╋ぇさうう ぅおけゃかっゃくに 
]ゃはあうくぇ ╇.┿., 【っかせたうくぇ ¨.╁., 
[ぇしすゃけさけゃぇ ╋.ぅ.

′¨╁¨]〈╇ ╇╆ ‶¨]┱╊╉¨╁

′┿ ]〈┿[〈╄ – ╋¨′╄〈′｠╈
╊っけくうょ ╀〉【╋╄╊╄╁, ゃっすっさぇく しこけさすぇ, せつぇしすくうお ╁¨╁

12 《╄╁[┿╊ぅ せつぇしすくうおう «╊にあくう 
[けししうう» うい こけしひかおぇ ╋けくっすくけゅけ 

ゃにてかう くぇ しすぇさす. 
╃うしすぇくちうう ゃ つっしすぬ こさぇいょくうおぇ せしすぇくけゃうかう 

くっぉけかぬてうっ – けす けょくけゅけ ょけ すさひた おうかけきっすさけゃ. 
′ぇ すさっくうさけゃけつくにた こさけゅせかおぇた きけくっすくうくしおうっ 
かにあくうおう たけょはす ゅけさぇいょけ ょぇかぬてっ – ょけ けぉっ-
かうしおぇ ゅっさけっゃ ゅさぇあょぇくしおけえ ゃけえくに, すせょぇ こはすぬ 
おうかけきっすさけゃ う しすけかぬおけ あっ けぉさぇすくけ! ]すぇさす ぉにか 
ょぇく こけ ゃけいさぇしすくにき ゅさせここぇき. ╀っあぇかう ぉけょさけ, 
さぇょけしすくけ, ぇいぇさすくけ!

‶けぉっょうすっかっえ くぇゅさぇょうかう きっょぇかはきう. ]さっ-
ょう ておけかぬくうおけゃ しうかぬくっえてうきう しすぇかう [ぇい-
ぇかうは ぃかぇっゃぇ うい ておけかに わ32, ¨かは ]けおけかけ-
ゃぇ, ╊っくぇ ╋ぇきけくけゃぇ, ╇ゅけさぬ [けきぇくけゃ, ┿さすひき 
[けきぇくっくおけ, ╇かぬは 《っょっくっゃ (ゃしっ うい ておけかに 
わ10). ]さっょう あっくとうく こけぉっょうすっかっき しすぇかぇ 
╁っさぇ ╀けすぇかけゃぇ, ぇ せ きせあつうく ┿くぇすけかうえ ]ぇきけ-
つひさくけゃ. 

╁ いぇゃうょくけき すっきこっ こさけてかう すさう おうかけきっすさぇ 
┿くぇすけかうえ ぃあぇおけゃ う ╁うおすけさ ‶せておぇさひゃ, ぇ ゃっょぬ 
うき ょぇかっおけ いぇ しっきぬょっしはす! ╁ くけきうくぇちうう «しぇきにえ 
きぇかっくぬおうえ せつぇしすくうお» ぉにか けすきっつっく せつっくうお 
ゃすけさけゅけ «ぇ» おかぇししぇ ておけかに わ10 〈けかは ‶けくけきぇ-
さひゃ, ぇ しぇきにき しすぇさてうき しすぇか ぇゃすけさ ねすうた しすさけお, 
おけすけさけきせ うしこけかくうかけしぬ 87 かっす. 〈ぇおあっ たけつっすしは 
けすきっすうすぬ しこけさすうゃくにっ ょけしすうあっくうは しっきっえ ‶け-
くけきぇさひゃにた う [けきぇくけゃにた, すぇお ょっさあぇすぬ!

╁しっ あうすっかう う ぇょきうくうしすさぇちうは くぇてっゅけ こけ-
しひかおぇ ゃにくけしはす うしおさっくくのの ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ 
しこけさすしきっくぇき-かにあくうおぇき, おけすけさにっ せつぇしすゃけゃぇ-
かう ゃ こさけおかぇょおっ かにあくう くぇ けょうく, ょゃぇ, すさう う 
こはすぬ おうかけきっすさけゃ ゃ かっしせ こけ ゅかせぉけおけきせ しくっゅせ: 
╀けさうしせ 』っつひすおうくせ, ┿かっおしぇくょさせ ╆せょけゃせ, ┿かっお-
しっの ╀せてきっかっゃせ, しせこさせゅぇき ╀させしくうちにくにき. ¨しけ-
ぉぇは ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ – ╁うおすけさせ 〈うきけそっっゃせ う 
くぇつぇかぬくうおせ ょうしすぇくちうえ ┿かっおしぇくょさせ ╂せかせっくおけ し 
ゅさせここけえ しすぇさてうた ておけかぬくうおけゃ うい ておけかに わ10.

《¨〈¨《┿╉〈

〈[〉╀┿ ╆¨╁┱〈… ╁ ╉ぃ╁╄〈
┿かっおしぇくょさ ╉┿╊╄╂╇′, そけすけ ぇゃすけさぇ
[ぇくけ せすさけき 15 そっゃさぇかは ょかうくくけきっさ «╉┿╋┿╆-65116», ゅさせあひくにえ «こけょ いぇゃはいおせ» 

しすぇかぬくにきう すさせぉぇきう, ょゃうゅぇかしは ゃ くぇこさぇゃかっくうう ‶っさゃけきぇえしおけゅけ こけしひかおぇ. ′ぇ こけゃけさけすっ 
ゃ さぇえけくっ せかうちに [っあっゃしおけえ ゃけょうすっかぬ くぇぉさぇか しかうておけき ゃにしけおせの しおけさけしすぬ, ゃうょうきけ, くっ 
せつすは こけゅけょくにっ せしかけゃうは, う くっ ゃこうしぇかしは ゃ こけゃけさけす. ╋ぇてうくせ ゃにぉさけしうかけ くぇ けぉけつうくせ. 
╂させい, くぇたけょうゃてうえしは ゃ こけかせこさうちっこっ, こけ うくっさちうう こけすぇとうかけ お おぇぉうくっ (ゃけいきけあくけ, けく 
ぉにか こかけたけ いぇおさっこかひく うかう くっ いぇおさっこかひく ゃけゃしっ). ╁ さっいせかぬすぇすっ けゅさけきくにっ すさせぉに こさけしすけ 
しなったぇかう ゃくうい, しきはかう おぇぉうくせ う けしすぇくけゃうかうしぬ, かうてぬ おけゅょぇ ょけしすうゅかう いっきかう. ‶さう ねすけき 
ょさせゅけえ おけくっち すさせぉ けしすぇかしは かっあぇすぬ くぇ おぇぉうくっ. ╁ ねすけえ ぇゃぇさうう つせょけき くうおすけ くっ こけしすさぇ-
ょぇか: ゃけょうすっかぬ, おぇお ゅけゃけさうすしは, さけょうかしは ゃ させぉぇておっ.

‶¨ ]╊╄╃┿╋ ]¨╀｠〈╇ぅ

┥┩┴┖┰ ┳┴┬┰┩┴ ┵ ┲┯┬┰┳┬┭┺┩┦
╁うおすけさ ╋┿╉]╇╋¨╁, ゃっすっさぇく しこけさすぇ
╉けゅょぇ こけしかっ «╊にあくう [けししうう» ゃ ねすけき ゅけょせ 

きっくは しこさぇてうゃぇのす, «おぇお すっぉっ ねすけ しこけさすうゃくけっ 
しけぉにすうっ?», くっ いぇょせきにゃぇはしぬ, けすゃっつぇの: «‶さっ-
おさぇしくけ!» ╉ぇおけえ たけさけてうえ こさぇいょくうお きけあっす こけ-
かせつうすぬしは, おけゅょぇ いぇょっえしすゃけゃぇくに ゃしっ けす きぇかぇ 
ょけ ゃっかうおぇ! 【すぇぉせ ぇょきうくうしすさぇちうう せょぇかけしぬ ゃ 
けつっさっょくけえ さぇい ゃしすさはたくせすぬ あうすっかっえ ゅけさけょぇ. 
╃ぇあっ くっぉかぇゅけこさうはすくにえ こさけゅくけい こけゅけょに くっ 
けこさぇゃょぇかしは. 

╉ぇお たけさけてけ, おけゅょぇ ゃけいけぉくけゃかはのすしは すさぇょう-
ちうう, ゃ すけき つうしかっ こけょくはすうは そかぇゅぇ! ╁ てっしすう-
ょっしはすにっ ゅけょに お くぇき こさうっいあぇか ╆ぇしかせあっくくにえ 

きぇしすっさ しこけさすぇ, ¨かうきこうえしおうえ つっきこうけく こけ 
すはあひかけえ ぇすかっすうおっ ┿さおぇょうえ ╁けさけぉぬひゃ. 』っさっい 
こはすぬょっしはす かっす ゃくけゃぬ けすおさにかぇしぬ  ょけさけゅぇ ゃ くぇて 
ゅけさけょ ょかは かうょっさけゃ けすっつっしすゃっくくけゅけ しこけさすぇ. ╁ 
ねすけき ゅけょせ くっ こけあぇかっかう しゃけっゅけ ゃさっきっくう, つすけ-
ぉに こさうったぇすぬ お くぇき, ゅけしすう-けかうきこうえちに ]っさゅっえ 
』っこうおけゃ う ╇ゃぇく ┿かにこけゃ. ‶けぉけさけゃ しすっしくっくうっ, 
きに ゃしすぇゃぇかう さはょけき し くうきう う そけすけゅさぇそうさけ-
ゃぇかうしぬ. ]こぇしうぉけ せこさぇゃかっくうの こけ おせかぬすせさっ う 
しこけさすせ ぇょきうくうしすさぇちうう くぇてっゅけ けおさせゅぇ う しこけく-
しけさぇき いぇ こさっおさぇしくにえ いうきくうえ こさぇいょくうお, おけすけ-
さにえ くぇょけかゅけ けしすぇくっすしは ゃ くぇてうた しっさょちぇた!

20 そっゃさぇかは ゃ 10.30. 『っくすさぇかぬくぇは ゅけさけょしおぇは ぉうぉかうけすっおぇ こさうゅかぇてぇっす ょっすっえ し けゅさぇ-
くうつっくくにきう ゃけいきけあくけしすはきう くぇ こさぇいょくうつくせの ゃしすさっつせ. ]けすさせょくうおう ╀『╂╀ さぇししおぇあせす ょっすはき け 
ぉっさっいけゃつぇくぇた – せつぇしすくうおぇた かけおぇかぬくにた ゃけえく. 

20 そっゃさぇかは ゃ 13.00. ╀うぉかうけすっおぇ しっきっえくけゅけ つすっくうは こさけゃけょうす おかせぉ ゃに-
たけょくけゅけ ょくは ょかは きかぇょてうた ておけかぬくうおけゃ くぇ すっきせ «[せししおうえ しけかょぇす せきけき う しうかけえ 
ぉけゅぇす». 〈ぇおあっ ゃ ぉうぉかうけすっおっ ょけ おけくちぇ そっゃさぇかは こさけょかうすしは おくうあくぇは ゃにしすぇゃおぇ 
«[ぇすくぇは しかぇゃぇ». 

22 そっゃさぇかは ゃ 15.00 ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう しけしすけうすしは すけさあっしすゃっくくけっ しけ-
ぉさぇくうっ, こけしゃはとひくくけっ ╃くの いぇとうすくうおぇ ¨すっつっしすゃぇ.

23 そっゃさぇかは ゃ 15.00 ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» こさけえょひす こさぇいょくけゃぇくうっ ╃くは 
いぇとうすくうおぇ ¨すっつっしすゃぇ. ╁ おけくちっさすっ «′ぇき っしすぬ, つっき ゅけさょうすぬしは, う っしすぬ, つすけ ぉっ-
さっつぬ» こさうきせす せつぇしすうっ おけかかっおすうゃに ゅけさけょしおけゅけ おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃけゅけ ちっくすさぇ: 
ちうさお «┿すすさぇおちうけく», ぇくしぇきぉかぬ-しこせすくうお «╆ぇさはくおぇ», たけさ «〉さぇかぬしおぇは ╆けさっくぬおぇ».

‶¨╇╂[┿╄╋?
╁ ╂¨[¨╃╄ ‶¨ぅ╁╇╊┿]を «╋┿《╇ぅ» 

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
╋うさくにっ あうすっかう ゃ こぇくうおっ: おぇあょせの くけつぬ ゃ ゅけさけょっ こさけうしたけょうす せぉうえしすゃけ. 

╆くぇおけきにた う しけしっょっえ うしすさっぉかはっす くっせかけゃうきぇは きぇそうは, おけすけさぇは くぇたけょうすしは しけ-
ゃしっき さはょけき. ╆ぇょぇつぇ ゅさぇあょぇく – ゃにつうしかうすぬ こさっしすせこくうおけゃ.

«╋ぇそうは» – けょくぇ うい しぇきにた こけこせかはさくにた こしうたけかけゅうつっしおうた う こしうたけすっさぇこっゃ-
すうつっしおうた うゅさ, こさうつひき かのぉはす っひ ゃ けしくけゃくけき ゃいさけしかにっ. ¨くう し ぇいぇさすけき  うゅさぇ-
のす ゃ ょっすっおすうゃ, こさうょせきにゃぇのす かっゅっくょに, こにすぇのすしは «さぇしおけかけすぬ» つっかけゃっおぇ こけ 
きうきうおっ う あっしすぇき. 〈っこっさぬ «╋ぇそうは» こけはゃうかぇしぬ う ゃ ╀っさひいけゃしおけき. 26 そっゃさぇかは 
ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう こさけえょひす こっさゃぇは うゅさぇ. ‶さうくはすぬ せつぇしすうっ ゃ くっえ きけあっす 
かのぉけえ あっかぇのとうえ: おぇお こさけそっししうけくぇか, すぇお う くけゃうつけお. ╃け 23 そっゃさぇかは こさけ-
ょけかあぇっすしは さっゅうしすさぇちうは せつぇしすくうおけゃ こけ すっか. 49-000 う ねかっおすさけくくけえ 
こけつすっ: dm49000@bk.ru.

╉[╇╋╇′┿╊
╉┿╉ ‶¨╂╇╀┿ぃ〈 』╄╋‶╇¨′｠ 

╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
15 そっゃさぇかは ゃ ¨╁╃ こけ ╀╂¨ こけしすせこうかけ しけけぉとっくうっ, つすけ ゃ 

ょけきっ くぇ  せかうちぇ 8-っ ╋ぇさすぇ ぉにか けぉくぇさせあっく すさせこ きせあつうくに 
1958 ゅけょぇ さけあょっくうは し こさういくぇおぇきう くぇしうかぬしすゃっくくけえ しきっさすう. 

╃かは さぇししかっょけゃぇくうは せぉうえしすゃぇ くぇ きっしすけ ゃにったぇかぇ しこっちう-
ぇかぬくけ しけいょぇくくぇは けこっさぇすうゃくぇは ゅさせここぇ ゃ しけしすぇゃっ し しけすさせょ-
くうおぇきう こさけおせさぇすせさに, せゅけかけゃくけゅけ さけいにしおぇ う せつぇしすおけゃにきう 
せこけかくけきけつっくくにきう. ‶さう ょっすぇかぬくけき けしきけすさっ きっしすぇ こさけうし-
てっしすゃうは しかっょけゃぇすっかはきう ぉにかう けぉくぇさせあっくに しかっょに たうとっくうは.

╁ たけょっ しかっょしすゃうは ゃにはしくうかけしぬ, つすけ ょゃぇ きけかけょにた ぉっさひいけゃ-
しおうた ぉっしこさっょっかぬとうおぇ, ょゃぇょちぇすう う ょっゃはすくぇょちぇすう かっす しけけすゃっす-
しすゃっくくけ, さってうかう こけあうゃうすぬしは. ╁けさうておう いぇかっいかう ゃ ゃにぉさぇくくにえ 
ょけき, くけ うた くぇ しゃけの ぉっょせ けぉくぇさせあうか たけいはうく, ′うおけかぇえ ‶ぇゃかけ-

ゃうつ ╂させいょっゃ. ╋けかけょにっ こけょけくおう, おけすけさにた こにすぇかしは けしすぇくけゃうすぬ 
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 70-た ゅけょけゃ, くぇくっし-
かう ╂させいょっゃせ くっしおけかぬおけ せょぇさけゃ こけ ゅけかけゃっ ょっさっゃはくくけえ こぇかおけえ. 

′うおけかぇえ ╋うたぇえかけゃうつ しおけくつぇかしは けす つっさっこくけ-きけいゅけゃけえ すさぇゃ-
きに. ╁ たけょっ さぇししかっょけゃぇくうは せゅけかけゃくけゅけ ょっかぇ しかっょけゃぇすっかはきう 
けすょっかぇ しけゃきっしすくけ し しけすさせょくうおぇきう せゅけかけゃくけゅけ さけいにしおぇ せしすぇ-
くけゃかっくに かうちぇ, しけゃっさてうゃてうっ ょぇくくけっ こさっしすせこかっくうっ. ╇きう けおぇ-
いぇかうしぬ ┿さすひき ╉. う ′うおけかぇえ ╀., 1991 う 1992 ゅけょけゃ さけあょっくうは. 

‶けょ すはあっしすぬの こさっょなはゃかっくくにた ょけおぇいぇすっかぬしすゃ こけしかっょ-
くうっ ょぇかう こさういくぇすっかぬくにっ こけおぇいぇくうは.

[っょぇおちうは ╀[ こさうくけしうす しゃけう しけぉけかっいくけゃぇくうは 
さけょくにき う ぉかういおうき こけゅうぉてっゅけ.

╂¨[ぅ』┿ぅ 〈╄╋┿

МОШЕННИКИ В ГОРОДЕ ОБИРАЮТ ПЕНСИОНЕРОВ
〈¨╊を╉¨ 
‶¨ ′┿╆′┿』╄′╇ぃ ╁[┿』┿!
╋っょうちうくしおうっ こさうぉけさに うかう こさっ-

こぇさぇすに しかっょせっす こけおせこぇすぬ すけかぬおけ ゃ 
ぇこすっおっ うかう きっょうちうくしおけき ちっくすさっ, お 
すけきせ あっ すけかぬおけ こけ くぇいくぇつっくうの ゃさぇ-
つぇ! ¨すおせょぇ ゃに いくぇっすっ, おぇおうっ きっょう-
ちうくしおうっ こさけちっょせさに こけかっいくに ゃぇき, ぇ 
おぇおうっ ゃさっょくに, こさうくっしひす こけかぬいせ くっ-
ういゃっしすくにえ こさうぉけさ うかう ゃさっょ?

╇》 ¨[〉╅╇╄ – 
‶]╇》¨╊¨╂╇』╄]╉┿ぅ ┿〈┿╉┿. 
′╄ ‶¨╃╃┿╁┿╈〈╄]を!
╄しかう お ゃぇき こさうてかう くっういゃっしすくにっ 

かのょう う くぇしすけえつうゃけ こさっょかぇゅぇのす そう-
いうけすっさぇこっゃすうつっしおうえ ぇここぇさぇす うかう 
つすけ-かうぉけ うくけっ, こけこさけしうすっ うた こっさゃけ-
くぇこっさゃけ こけおぇいぇすぬ ょけおせきっくすに, くけ くっ 
«おけさけつおう» くっういゃっしすくけえ けさゅぇくういぇ-

¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
ちうう, ぇ けぉにつくにえ こぇしこけさす. ]こけおけえくけ, 
くうおせょぇ くっ すけさけこはしぬ, こっさっこうてうすっ 
こぇしこけさすくにっ ょぇくくにっ «こさうてっかぬちぇ». 
¨ょくぇ ねすぇ こさけしぬぉぇ ょけかあくぇ けいぇょぇ-
つうすぬ こさけょぇゃちぇ, けしすぇくけゃうすぬ たけすぬ くぇ 
くっしおけかぬおけ きうくせす っゅけ くぇすうしお. ╁に, 
すぇおうき けぉさぇいけき, こけかせつうすっ ゃけいきけあ-
くけしすぬ こさうえすう ゃ しっぉは, こっさったゃぇすうすっ 
うくうちうぇすうゃせ. ╁けいきけあくけ, しせきっっすっ 
くぇえすう しかけゃぇ う すゃひさょけしすぬ, つすけぉに けす-
おぇいぇすぬしは けす こけおせこおう, いぇしすぇゃうすぬ くぇ-
ゃはいつうゃにた こけしっすうすっかっえ ゃにえすう ゃけく. 

‶さけゃっさぬすっ くぇかうつうっ すけゃぇさくけゅけ 
つっおぇ う ゅぇさぇくすうえくけゅけ すぇかけくぇ. ‶さけ-
しうすっ こさけょぇゃちぇ こけおぇいぇすぬ うきっのとう-
っしは せ くっゅけ しっさすうそうおぇすに おぇつっしすゃぇ, 
しゃうょっすっかぬしすゃぇ う す.ょ.

‶けいゃけくうすっ ょっすはき, さけょしすゃっくくう-
おぇき, したけょうすっ お しけしっょはき. ′っょけぉさけ-

しけゃっしすくにっ こさけょぇゃちに ぉせょせす こけょ 
さぇいくにきう こさっょかけゅぇきう くっ ょぇゃぇすぬ ゃぇき 
しょっかぇすぬ ねすけ (おぇお ゃ しかせつぇっ し 〈ぇすぬは-
くけえ ╇ゃぇくけゃくけえ), きけゅせす ょぇあっ こさう-
きっくうすぬ せゅさけいに, くぇこさうきっさ: «くっ いゃけ-
くうすっ しゃけうき ょっすはき, うき くせあくぇ すけかぬおけ 
ゃぇてぇ おゃぇさすうさぇ, ぇ くっ ゃぇてっ いょけさけ-
ゃぬっ». ′っ こけょょぇゃぇえすっしぬ せゅけゃけさぇき, 
ぇ すっき ぉけかっっ, せゅさけいぇき! ╁っしおけっ しかけゃけ 
ぉかういおけゅけ つっかけゃっおぇ けすさっいゃうす ゃぇし! 
«╁にゅけょくぇは» しょっかおぇ しけさゃひすしは, う ゃに 
ぉせょっすっ ういぉぇゃかっくに けす きぇすっさうぇかぬくけ-
ゅけ せとっさぉぇ う きぇししに さぇいけつぇさけゃぇくうえ.

╄しかう «こさうてっかぬちに» こさっょしすぇゃ-
かはのすしは しけすさせょくうおぇきう おぇおけゅけ-くう-
ぉせょぬ «けぉかぇしすくけゅけ うくそけさきぇちうけく-
くけゅけ ちっくすさぇ», «しけちさぇぉけすくうおぇきう 
うい けぉかぇしすくけえ ぇょきうくうしすさぇちうう», 
おけすけさにっ こさうてかう かのぉっいくけ ゃに-

はしくうすぬ «ゃ つひき ゃに くせあょぇっすっしぬ» う 
す.ょ., くっ ゃっさぬすっ, いくぇえすっ, つすけ ねすけ 
きけてっくくうおう!

–  ]かせあぉぇ しけちうぇかぬくけえ こけきけとう 
させおけゃけょしすゃせっすしは ゃ しゃけっえ ょっはすっかぬ-
くけしすう つひすおうき すっささうすけさうぇかぬくにき 
こさうくちうこけき. ╄しかう くぇ きっさけこさうはすうは 
お くぇき う こさうっいあぇのす けぉかぇしすくにっ 
こさっょしすぇゃうすっかう, すけ ゃにっいょ くぇ ょけき 
けしせとっしすゃかはっすしは くぇてうきう う けぉかぇしす-
くにきう しこっちうぇかうしすぇきう しけゃきっしすくけ. 
╉しすぇすう, くぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ しけ-
すさせょくうおけゃ-きせあつうく ゃ おけきこかっおしくけき 
ちっくすさっ くっす. ′うおぇおけゅけ きっょうちうく-
しおけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは しけちうぇかぬくにっ 
さぇぉけすくうおう くっ さぇしこさけしすさぇくはのす, 
– ゅけゃけさうす くぇつぇかぬくうお 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 
′うおけかぇえ ‶っすさけゃうつ ┿かっおしっっゃ.

╉┿╉ [┿]‶¨╆′┿〈を 
┿《╄[╇]〈¨╁?
╁け-こっさゃにた, おぇお きうくうきせき ょゃせた 

うい くうた ゃに せあっ いくぇっすっ «ゃ かうちけ» 
– ねすけ ╇‶ ╃せぉけゃつっくおけ ¨.╁. う ╇‶ 
′っつぇっゃぇ ¨.╁., おけすけさにっ しけけすゃっす-
しすゃっくくけ こさけょぇかう ぇここぇさぇすに «′っ-
ゃけすけく 《┿┿╋-1» う «〉くうしすうき DM 
II-A» けぉさぇすうゃてうきしは ゃ さっょぇおちうの 
あうすっかぬくうちぇき くぇてっゅけ ゅけさけょぇ.

╁け-ゃすけさにた, っしかう こけしっすうすっかぬ 
こさっょしすぇゃかはっすしは しけすさせょくうおけき 
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, しぇきにえ こさけしすけえ 
しこけしけぉ こさけゃっさうすぬ うくそけさきぇちうの 
– こけいゃけくうすぬ ゃ ねすせ けさゅぇくういぇちうの 
(すっかっそけくに: 4-93-33, 4-91-91, 
4-93-84). 

╀せょぬすっ ゃくうきぇすっかぬくに!
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╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

¨╀╊┿]〈′¨╈ こさけっおす «╀せょぬ いょけさけゃ!» ゃにたけょうす くぇ そうくうてくせの こさはきせの. 〈ぇお, 
くぇ こさけてかけえ くっょっかっ ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう しけしすけはかしは おけくおせさし ゃうょっけおかうこけゃ.

]ぇきにっ ゃにしけおうっ ぉぇかかに こけかせつうかう 8 «ぉ» 
おかぇしし (ゅうきくぇいうは わ5), 8 «ゃ» (ておけかぇ わ2) う 
9 «ぇ» (かうちっえ わ3). 

– 』かっくに あのさう けぉさぇとぇかう ゃくうきぇくうっ くぇ 
いさっかうとくけしすぬ, くぇゅかはょくけしすぬ ゃうょっけさけかうおぇ, 
っゅけ ょけしすせこくけしすぬ ょかは こけくうきぇくうは ておけかぬくう-

おぇきう. ¨ょくぇおけ きに くっ きけゅかう くっ けすきっすうすぬ こけ-
けとさうすっかぬくにき こさういけき さぇぉけすせ 8 «ぇ» おかぇししぇ 
ておけかに わ1, おけすけさぇは, くっしきけすさは くぇ くっおけすけ-
さにっ くっょけしすぇすおう, いぇすさけくせかぇ けつっくぬ しっさぬひい-
くせの こさけぉかっきせ – ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ こけかうすうおう 
ゃ しそっさっ こけょょっさあおう きくけゅけょっすくにた しっきっえ, 

–  ゅけゃけさうす つかっく けさゅおけきうすっすぇ こさけっおすぇ ╄かっくぇ 
〈せきぇくけゃぇ.

╁しおけさっ ょけかあっく しけしすけはすぬしは こけしかっょくうえ ぉけかぬ-
てけえ おけくおせさし – ぇゅうすぉさうゅぇょ. ╁ きぇさすっ けさゅぇくういぇ-
すけさに しけぉっさせす «おぇさすに いょけさけゃぬは», くぇ おけすけさにた 
ょっすぬきう ぉせょせす けすきっつっくに «けこぇしくにっ» けぉなっおすに ゃ 
100-きっすさけゃけえ いけくっ ゃけおさせゅ ておけかに – すけつおう こさけ-
ょぇあう ぇかおけゅけかは う すぇぉぇつくけえ こさけょせおちうう. ╁ ねすけき 
あっ きっしはちっ おぇあょにえ おかぇしし こさっょしすぇゃうす こけさす-
そけかうけ – くぇゅかはょくせの うかかのしすさぇちうの しゃけっえ ょっ-
はすっかぬくけしすう ゃ さぇきおぇた こさけっおすぇ. ╁ こかぇくぇた – ゃに-
こせしお しぉけさくうおぇ かうすっさぇすせさくにた さぇぉけす せつぇとうたしは, 
ぇ すぇおあっ こっさっょゃうあくぇは ゃにしすぇゃおぇ こかぇおぇすけゃ くぇ 
すっきせ ぉけさぬぉに し おせさっくうっき. ‶っさゃぇは ねおしこけいうちうは 
ょけかあくぇ しけしすけはすぬしは ゃ しすっくぇた ぇょきうくうしすさぇちうう 
けおさせゅぇ. ′ぇ くぇつぇかけ ぇこさっかは くぇきっつっくけ すけさあっ-
しすゃっくくけっ いぇおさにすうっ ゅけさけょしおけゅけ ねすぇこぇ こさけっおすぇ.

– ╁ぇあくにきう たぇさぇおすっさうしすうおぇきう こさけっおすぇ 
«╀せょぬ いょけさけゃ!» はゃかはのすしは, ゃけ-こっさゃにた, ゃおかの-
つっくうっ ゃ さぇぉけすせ しぇきうた さっぉはす, ぇ ゃけ-ゃすけさにた, 
さぇぉけすぇ こけ こさうくちうこせ «さぇゃくにえ けぉせつぇっす さぇゃ-
くけゅけ». ╃っすう しおかけくくに ゃっしすう しっぉは, おぇお うた 
しゃっさしすくうおう, ぉさぇすぬ し くうた こさうきっさ. ]っゅけょくは, 
おけゅょぇ こけこにすおう ういきっくうすぬ さっぇかうう あういくう, しゃは-
いぇくくにっ し さぇしこさけしすさぇくっくうっき ぇかおけゅけかは う すぇ-
ぉぇつくけえ こさけょせおちうう, さぇゃくけしうかぬくに しさぇあっくうの 

し ゃっすさはくにきう きっかぬくうちぇきう, けしすぇひすしは ゃけいょっえ-
しすゃけゃぇすぬ くぇ しけいくぇくうっ ょっすっえ. ╇ けくう, ょっえしすゃう-
すっかぬくけ, くぇつうくぇのす いぇょせきにゃぇすぬしは, つすけ ょかは 
くうた ゃぇあくけ ゃ あういくう, けしけいくぇくくけ けちっくうゃぇすぬ 
しゃけう ょっえしすゃうは. ′ぇょけ すけかぬおけ うた ぇおすうゃういうさけ-
ゃぇすぬ. 》けさけてけ, つすけ いぇ さっぇかういぇちうの こさけっおすぇ 
ゃいはかぇしぬ けぉとっしすゃっくくけしすぬ. ‶さけそうかぇおすうおぇ 
いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう こさっょこけかぇゅぇっす ゃいぇ-
うきけょっえしすゃうっ きくけゅうた しすさせおすせさ, う おけゅょぇ っしすぬ 
こけょなひき けぉとっしすゃっくくけしすう, ねすけゅけ ゅけさぇいょけ こさけ-
とっ ょけぉうすぬしは, – ゅけゃけさうす いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ こけ しけちうぇかぬ-
くにき ゃけこさけしぇき ¨かぬゅぇ 【っかせたうくぇ.

╁ ねすけき ゅけょせ ゃ こかぇくぇた ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせ-
ゅぇ – こかけすくぇは さぇぉけすぇ こけ こさけそうかぇおすうおっ いょけ-
さけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう. ╁ つぇしすくけしすう, しけすさせょくう-
つっしすゃけ し ゅけさけょしおうき ちっくすさけき こさけそうかぇおすうおう 
ょかは そけさきうさけゃぇくうは ゃけかけくすひさしおうた ゅさせここ. ]こっ-
ちうぇかうしすに ちっくすさぇ ぉせょせす ょっかうすぬしは けこにすけき し 
ぉっさひいけゃしおうきう ゃけかけくすひさぇきう. ╉さけきっ すけゅけ, さはょ 
ゃぇあくにた きっさけこさうはすうえ いぇこかぇくうさけゃぇく ゃ さぇきおぇた 
きせくうちうこぇかぬくけえ こさけゅさぇききに «‶さけすうゃけょっえ-
しすゃうっ くっいぇおけくくけきせ けぉけさけすせ くぇさおけすうつっしおうた 
しさっょしすゃ う こさけそうかぇおすうおぇ さぇしこさけしすさぇくっくうは 
ぇかおけゅけかは, すけおしうつっしおうた ゃっとっしすゃ, くぇさおけすうおけゃ, 
すぇぉぇおぇ くぇ すっささうすけさうう ╀╂¨ ゃ 2011-2013 ゅ.ゅ.».

‶¨╃╁¨╃╇╋ ╇〈¨╂╇

СКАЗОЧНА9 ПОЛ9НА
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ

╁ つっすゃっさゅ ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう 
こさけてかけ つっしすゃけゃぇくうっ せつぇしすくうおけゃ 
ぇおちうう «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ いうきけえ» 
しっいけくぇ 2010-2011 ゅけょけゃ. ‶けょ ぇこかけ-
ょうしきっくすに くぇ しちっくせ ゃにてかう ねくすせいう-
ぇしすに ょゃうあっくうは, ゃしっき ゃさせつうかう くぇ 
こぇきはすぬ こけょぇさおう, しせゃっくうさに.

╇すぇお, しさっょう ぉのょあっすくにた けさ-
ゅぇくういぇちうえ こけぉっょうすっかっき ゃ くけ-
きうくぇちうう «╇いけぉうかうっ そぇくすぇいうう» 
しすぇかけ ╋╃¨〉 わ9  (させおけゃけょうすっかぬ 
╁すけさせてうくぇ ╂ぇかうくぇ ╇ゃぇくけゃくぇ), 
ゃ くけきうくぇちうう «[ぇょけしすぬ ょっすはき» 
– ╋╃¨〉 わ19 (╊ぇこうおせし ╊のぉけゃぬ 
]っさゅっっゃくぇ), くけきうくぇちうう «]おぇいけつ-
くにえ しくっゅ» – ╋╃¨〉 わ2 (╆けきぇさっゃぇ 
╆うくぇうょぇ ╋うたぇえかけゃくぇ), くけきうくぇちうう 
«[ぇえしおけっ くぇしすさけっくうっ» – かうちっえ 
わ7 (ょうさっおすけさ 【うさつおけゃぇ ╄かっくぇ 
╂っくくぇょぬっゃくぇ), ゃ くけきうくぇちうう «╆うき-
くはは そぇくすぇいうは» – ょっすしおぇは ておけかぇ 
うしおせししすゃ わ2 (ょうさっおすけさ ╋せたうくぇ 
′ぇすぇかぬは ┿かっおしっっゃくぇ).

╃うこかけき せつぇしすくうおぇ ぇおちうう こけかせつう-
かう ょっすしおうっ しぇょに わ3 (させおけゃけょうすっかぬ 
]ぇそけくけゃぇ ┿かひくぇ ぃさぬっゃくぇ), わ39 
(╀せおうくぇ ぃかうは ╁かぇょうきうさけゃくぇ), わ4 

(╂うお ]ゃっすかぇくぇ ╁かぇ-
ょうきうさけゃくぇ), わ22 
(]きうさくけゃぇ ]ゃっすかぇ-
くぇ ╊ぬゃけゃくぇ), わ35 
(╉けくし すぇくすうくけゃぇ 
┿かっゃすうくぇ ╁うおすけさけゃ-
くぇ), わ21 (╉せぉぇしけゃぇ 
┿かっゃすうくぇ ╁ぇしうかぬっゃ-
くぇ), ぇ すぇおあっ ╀っさひ-
いけゃしおぇは ゅけさけょしおぇは 
けさゅぇくういぇちうは ╁しっさけし-
しうえしおけゅけ けぉとっしすゃぇ 
うくゃぇかうょけゃ, 『っくすさ 

ょっすしおけゅけ すゃけさつっしすゃぇ (ょうさっおすけさ 
╆っきかはくしおぇは ╇くくぇ ╂っくくぇょぬっゃくぇ), 
ゅうきくぇいうは わ5 (╃けさけたうくぇ ╋ぇさゅぇさう-
すぇ ╃きうすさうっゃくぇ), ょけておけかぬくけっ けすょっ-
かっくうっ ╋¨〉 ̈ ¨【 わ29 こぇさすくひさしおけえ 
しっすう «╉けさうそっえ» ([けあおけゃぇ ╊ぇさうしぇ 
╄ゃゅっくぬっゃくぇ), 『っくすさぇかぬくぇは ゅけさけょ-
しおぇは ぉうぉかうけすっおぇ (させおけゃけょうすっかぬ 
╂さうてうくぇ ]ゃっすかぇくぇ ╋うたぇえかけゃくぇ), 
ぉうぉかうけすっおぇ しっきっえくけゅけ つすっくうは (╃け-
さけくうくぇ ′ぇすぇかぬは ]っさゅっっゃくぇ), ょゃけさけ-
ゃにえ おかせぉ «╋っさうょうぇく» (╁っょっくくうおけ-
ゃぇ ╇さうくぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ).

╉すけ しすぇか しうかぬくっえてうき ゃ ゅさせここっ 
«¨さゅぇくに きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっ-
くうは»? ╁ くけきうくぇちうう «′ぇ しくっあくけき 
たけかしすっ» – けすょっか こけ ょっかぇき きけかけょひ-
あう 〉こさぇゃかっくうは おせかぬすせさに う しこけさすぇ 
╀╂¨ (させおけゃけょうすっかぬ ‶けくけきぇさひゃぇ 
╇さうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ). ╃うこかけきに 
せつぇしすくうおぇ せゃっいかう ゃ ╋けくっすくにえ う 
]ぇさぇこせかおせ ゅかぇゃに ねすうた こけしひかおけゃ 
╄きっかうく ╉けくしすぇくすうく ╁ぇしうかぬっゃうつ う 
┿ゃっさおうっゃ ぃさうえ ╇ゃぇくけゃうつ.

╁ ゅさせここっ «╋くけゅけねすぇあくにっ ょけきぇ» 
つっしすゃけゃぇかう しぇきにた くっさぇゃくけょせてくにた 
う すぇかぇくすかうゃにた あうすっかっえ. ]さっょう くうた 

けおぇいぇかぇしぬ  
′うおうそけさけゃぇ 
╊のぉけゃぬ ]っさ-
ゅっっゃくぇ (せか. 
]けゃたけいくぇは, 
1-9) – けくぇ 
けすかうつうかぇしぬ 
ゃ くけきうくぇ-
ちうう «′け-
ゃ け ゅ け ょ く っ っ 
ちゃっすっくうっ».  
′ け し お け ゃ ぇ 
′うくぇ ╁ぇしう-

かぬっゃくぇ (せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 4) しすぇかぇ 
こけぉっょうすっかっき ゃ くけきうくぇちうう «『ゃっすに 
しさっょう いうきに». ╀せょはお ′うくぇ ╁ぇしうかぬっゃ-
くぇ (せか. 【うかけゃしおぇは, 22) ぉにかぇ かせつてっえ 
ゃ くけきうくぇちうう «╆うきくうっ そぇくすぇいうう». 
‶けかはおけゃぇ ╊のょきうかぇ (せか. ′けゃぇは, 16) 
しすぇかぇ っとひ けょくうき かうょっさけき ゃ くけきうくぇ-
ちうう «『ゃっすに しさっょう いうきに». ╊ぇょにゅうくせ 
]ゃっすかぇくせ ┿かっおしぇくょさけゃくせ (╀させしくう-
ちにくぇ, 1-116) けすきっすうかう ゃ くけきうくぇちうう 
«╋っさちぇのとうえ ぉぇかおけく». 〉そうきちっゃ 
┿かっおしぇくょさ ]すっ-
こぇくけゃうつ, ¨かぬ-
おけゃ ╁かぇょうきうさ 
╁うすぇかぬっゃうつ , 
╋ぇてぇさうこけゃぇ 
]ゃっすかぇくぇ ╀け-
さうしけゃくぇ (╋け-
くっすくにえ, せか. 
╉うさけゃぇ, 3) ゃけい-
ゅかぇゃうかう しこう-
しけお くけきうくぇちうう 
«′けゃけゅけょくうっ 
つせょっしぇ». ′っ ぉにかけ さぇゃくにた ╄きっかうくせ 
┿かっおしっの ┿くぇすけかぬっゃうつせ, ┿くうおうくせ ╋う-
たぇうかせ ┿かっおしぇくょさけゃうつせ (こ. ╊けしうくにえ) 
ゃ くけきうくぇちうう «′ぇさけょくにっ せきっかぬちに».

』ぇしすくにえ しっおすけさ ゅけさけょぇ う こけ-
しひかおけゃ すけあっ くっ けしすぇかしは ゃ しすけさけくっ 
けす ょゃうあっくうは. 』っすゃっさうくぇ ╊ぇさうしぇ 
╁かぇょうきうさけゃくぇ (こけし. ╊っくうくしおうえ, 
22/2) こさういくぇくぇ こけぉっょうすっかぬくうちっえ 
ゃ くけきうくぇちうう «‶さうきっさ ょかは こけょさぇ-
あぇくうは», ╊ぇこすっゃぇ ╊のぉけゃぬ ╃きうすさう-
っゃくぇ  (せか. ╋うさぇ, 70)  – ゃ くけきうくぇ-
ちうう «╋ぇしてすぇぉ うきっっす いくぇつっくうっ», 
╋っょゃっょっゃぇ ′うくぇ ╄ゃゅっくぬっゃくぇ (せか. 
╋ぇはおけゃしおけゅけ, 39) – ゃ くけきうくぇちうう 
«╆うきくはは ちゃっすけつくぇは こけかはくぇ», ╋せ-
しうくぇ ╇さうくぇ ┿くぇすけかぬっゃくぇ (せか. ╊せ-
ゅけゃぇは, 12) – ゃ くけきうくぇちうう «]くっあ-
くにっ きぇしすっさぇ». ╃うこかけきに せつぇしすくうおぇ 
ゃさせつっくに 》ぇさぇたけさうくけえ ′ぇょっあょっ 
╂っけさゅうっゃくっ (せか. 【ぇたすひさけゃ, 14), 
╋ぇしかけゃせ ぁょせぇさょせ (せか. ╁けさけすくうおけ-
ゃぇ, 7), ′ぇいきうっゃけえ ╆うかはさうう 【ぇえ-
たせすょうくけゃくっ  (せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, 
80), ]けおけゃけえ ┿くくっ ╇ゃぇくけゃくっ (せか. 
╋ぇはおけゃしおけゅけ, 22/1).

╁ ゅさせここっ «‶けすさっぉうすっかぬしおうえ さに-
くけお» さぇいにゅさにゃぇかうしぬ しっきぬ くけきう-
くぇちうえ. ]ぇきせの けつぇさけゃぇすっかぬくせの 
«╆うきくのの しうきそけくうの» こさけょっきけく-

しすさうさけゃぇかけ ¨¨¨ «〈けさゅけゃぇは おけき-
こぇくうは «BROZEX» (させおけゃけょうすっかぬ 
╀さけいけゃしおぇは ¨かぬゅぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ). 
╋ぇゅぇいうく «╋っつすぇ» (′っせしすさけっゃぇ ぃかうは 
╁かぇょうきうさけゃくぇ) けすかうつうかしは ゃ くけきう-
くぇちうう «╁ ゅけしすはた せ しおぇいおう», おぇそっ 
«╇ゃっさうは» (╀せょにおぇ ╋ぇさうくぇ ‶ぇくすっ-
かっっゃくぇ) しすぇかけ かうょっさけき ゃ くけきうくぇ-
ちうう «╋けさけいくにっ せいけさに». ╆ぇおせしけつくぇは 
«[せししおうっ ぉかうくに» (′けゃけしっかけゃ ╂っくくぇ-
ょうえ ╋うたぇえかけゃうつ) こさういくぇくぇ かせつてっえ 

ゃ くけきうくぇちうう «╁っしひかにえ すっさっきけお». 
╋ぇゅぇいうく «╃けき おくうゅう» (¨ておせおけゃぇ 
〈ぇすぬはくぇ ┿かぬぉっさすけゃくぇ) ゃけいゅかぇゃうか 
くけきうくぇちうの «╆うきくうえ しけくっす», きぇゅぇ-
いうく «『ゃっすに» (╀ぇさしせおけゃぇ ′ぇすぇかぬは 
′うおけかぇっゃくぇ) こけぉっょうか ゃ くけきうくぇちうう 
«╆うきくっっ くぇしすさけっくうっ». ╆ぇ ゅさせここけえ 
おけきこぇくうえ «《かぇゅきぇくな» (‶ぇすさせてっゃ 
┿かっおしぇくょさ ╋うたぇえかけゃうつ) – くけきうくぇ-
ちうは «′けゃけゅけょくうえ きぇねしすさけ».

¨しけぉにっ すさっぉけゃぇくうは ぉにかう こさっょな-
はゃかっくに こさっょこさうはすうはき ゅけしすっゃけゅけ 
きぇさてさせすぇ, う ねすけ こけくはすくけ. ╁ くっかひゅ-
おけえ ぉけさぬぉっ こけぉっょうすっかはきう ゃにてかう 
ぇゅっくすしすゃけ くっ-
ょゃうあうきけしすう 
«╉けきそけさす» 
( ょ う さ っ お す け さ 
╂ せ ぉ ぇ く け ゃ ぇ 
[ぇうしぇ [けきぇ-
くけゃくぇ, くけきう-
くぇちうは «》けさ 
« ′ ぇ ょ っ あ -
ょぇ»), ╆┿¨ 
« ぁ さ う ょ ぇ く » 
(ゅっくょうさっお-
すけさ 』うしすは-
おけゃ ╋うたぇうか 
╃きうすさうっゃうつ, 
くけきうくぇちうは 

«] くけゃにき ゅけょけき!»), ╀っさひいけゃしおけっ けす-
ょっかっくうっ わ6150 ]ぉっさぉぇくおぇ [けししうう 
(せこさぇゃかはのとうえ ┿かっおしっっゃぇ ╇さうくぇ 
┿かっおしぇくょさけゃくぇ, くけきうくぇちうは «╂けさけょ-
しおぇは そっっさうは»), ╋〉‶ ╀╁╉》 «╁けょけおぇ-
くぇか» (ょうさっおすけさ ┿そけくうく ┿かっおしぇくょさ 
╇ゃぇくけゃうつ, くけきうくぇちうは «¨ょせゃぇく-
つうおう»), ╆┿¨ «╀╆]╉» (ゅっくょうさっおすけさ 
《さうぉせし ┿かっおしぇくょさ [せょけかぬそけゃうつ, 
くけきうくぇちうは «╉けかけおけかぬくにえ こっさっ-
いゃけく»), ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» (ゅっく-
ょうさっおすけさ ╊ぇこすっゃ ╇ゅけさぬ ┿くぇすけかぬっ-
ゃうつ, くけきうくぇちうは «『ゃっすに けす ]くっあくけえ 
╉けさけかっゃに»), ╆┿¨ «╉╋╀ ╂させここ» 
(ゅっくょうさっおすけさ 』ぇゅぇっゃ ╁かぇょうきうさ 
′うおけかぇっゃうつ, くけきうくぇちうは «]おぇいおぇ 
ゃ ゅけさけょっ»), ¨¨¨ «╀ぇいぇ «╊っしけいぇ-
ゃけょ» (ょうさっおすけさ ╀けさけいょうく ╃きうすさうえ 
╄ゃゅっくぬっゃうつ, くけきうくぇちうは «╃けあょぬ 
いうきけえ»), ¨¨¨ «╀っさひいけゃしおけっ しすさけ-
うすっかぬくけっ せこさぇゃかっくうっ» (ょうさっおすけさ 
╁ぇしぬおけゃ ‶ぇゃっか ╋うたぇえかけゃうつ,  くけ-
きうくぇちうは «╆うきくはは けすすっこっかぬ»), ¨¨¨ 
«╀っさひいけゃしおけっ させょけせこさぇゃかっくうっ» 
(ゅっくょうさっおすけさ ′ぇぉうせかかうく 《ぇさうす 
╋うくくうぇたきっすけゃうつ, くけきうくぇちうは «╊っし-
くぇは しおぇいおぇ»), ゅさせここぇ おけきこぇくうえ 
«BROZEX» (させおけゃけょうすっかぬ ‶うしちけゃ 
╄ゃゅっくうえ [せょけかぬそけゃうつ, くけきうくぇちうは 
«》ゃけえくにえ たけさけゃけょ»).

¨さゅぇくういぇすけさに ぇおちうう こけぉかぇゅけ-
ょぇさうかう ゃしった っひ せつぇしすくうおけゃ, こけ-
さぇぉけすぇゃてうた くぇ しかぇゃせ ゃ たけかけょくにっ 
いうきくうっ ょっくぬおう, う こさうゅかぇしうかう くっ-
さぇゃくけょせてくにた, かのぉはとうた ╀っさひいけゃ-
しおうえ あうすっかっえ ゅけすけゃうすぬしは お かっすせ: 
ぇおちうは こさけょけかあぇっすしは!
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21 《╄╁[┿╊ぅ 22 《╄╁[┿╊ぅ 23 《╄╁[┿╊ぅ 24 《╄╁[┿╊ぅ 25 《╄╁[┿╊ぅ 26 《╄╁[┿╊ぅ 27 《╄╁[┿╊ぅ
6:00, 14:00 ╃/《 ‶¨′〈╇╈ ‶╇╊┿〈 – 』╄╊¨╁╄╉, 

╉¨〈¨[｠╈ 〉╀╇╊ 》[╇]〈┿

7:00 ╃/《 ′╄‶¨〈¨‶╊ぅ╄╋｠╈ 〈╇〈┿′╇╉

8:00 》/《 ╂┿′′╇╀┿╊

9:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

10:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

11:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

12:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ

13:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╂╄¨╂[┿《╇』╄]╉╇╄ ¨〈╉[｠〈╇ぅ

15:00 ╃/《 ′╄‶¨〈¨‶╊ぅ╄╋｠╈ 〈╇〈┿′╇╉

16:00 》/《 ╂┿′′╇╀┿╊

17:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

18:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

19:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

20:00, 4:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇

21:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

22:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

23:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

0:00 〈/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

1:00 ╃/《 ][┿╅┿ぅ]を ] ╉[┿]′｠╋ ╀┿[¨′¨╋

2:30 ╃/《 ╀[╇╃╅╇〈 ╀┿[╃¨ – ]╇╋╁¨╊ 《[┿′『╇╇

3:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

5:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

6:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

7:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

8:00 〈/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

9:00 ╃/《 ][┿╅┿ぅ]を ] ╉[┿]′｠╋ ╀┿[¨′¨╋

10:00 ╃/《 ][┿╅┿ぅ]を ] ╉[┿]′｠╋ ╀┿[¨′¨╋

10:30 ╃/《 ╀[╇╃╅╇〈 ╀┿[╃¨ – ]╇╋╁¨╊ 《[┿′『╇╇

11:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

12:00, 20:00, 4:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ 

╁ ╇]〈¨[╇╇ ╀[╇〈┿′╇╇

13:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

14:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

15:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

16:00 〈/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

17:00 ╃/《 ][┿╅┿ぅ]を ] ╉[┿]′｠╋ ╀┿[¨′¨╋

18:30 ╃/《 ╀[╇╃╅╇〈 ╀┿[╃¨ – ]╇╋╁¨╊ 《[┿′『╇╇

19:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

21:00 ╃/《 ‶╄[╁｠╄ ╊ぃ╃╇ ╁ ╉¨]╋¨]╄

22:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

23:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

0:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿

1:00 ╃/《 【‶╇¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ╁｠【╊╇ ╇╆ ╋¨[ぅ

2:00 ╃/《 ぅ╉〉〈]╉┿ぅ ╋〉╋╇ぅ

3:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

5:00 ╃/《 ‶╄[╁｠╄ ╊ぃ╃╇ ╁ ╉¨]╋¨]╄

6:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

7:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

8:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿

9:00 ╃/《 【‶╇¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ╁｠【╊╇ ╇╆ ╋¨[ぅ

10:00 ╃/《 ぅ╉〉〈]╉┿ぅ ╋〉╋╇ぅ

11:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

12:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇

13:00 ╃/《 ‶╄[╁｠╄ ╊ぃ╃╇ ╁ ╉¨]╋¨]╄

14:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

15:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

16:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿

17:00 ╃/《 【‶╇¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ╁｠【╊╇ ╇╆ ╋¨[ぅ

18:00 ╃/《 ぅ╉〉〈]╉┿ぅ ╋〉╋╇ぅ

19:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

20:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

21:00, 5:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

23:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁

0:00 〈/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

1:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇

2:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

3:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

4:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

6:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

7:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁

8:00 〈/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

9:00, 17:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇

10:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

11:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

12:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

15:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁

16:00 〈/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

18:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

19:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

20:00, 4:00 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠

20:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

21:00, 5:00 ╃/《 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╁╇╉╇′╂¨╁

22:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[

23:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

0:00 ╃/《 ]╉[｠〈｠╄ ╋╇[｠: ‶¨╃╆╄╋′｠╈ [╇╋

1:00 ╃/《 ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╇╆ [┿╆[〉【╇〈╄╊╄╈ ‶╊¨〈╇′

2:00 ╃/《 ╋〉╋╇╇ ]╇『╇╊╇╇

3:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

4:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

6:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[

7:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

8:00 ╃/《 ]╉[｠〈｠╄ ╋╇[｠: ‶¨╃╆╄╋′｠╈ [╇╋

9:00 ╃/《 ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╇╆ [┿╆[〉【╇〈╄╊╄╈ ‶╊¨〈╇′

10:00 ╃/《 ╋〉╋╇╇ ]╇『╇╊╇╇

11:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

12:00 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠

12:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

13:00 ╃/《 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╁╇╉╇′╂¨╁

14:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[

15:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

16:00 ╃/《 ]╉[｠〈｠╄ ╋╇[｠: ‶¨╃╆╄╋′｠╈ [╇╋

17:00 ╃/《 ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╇╆ [┿╆[〉【╇〈╄╊╄╈ ‶╊¨〈╇′

18:00 ╃/《 ╋〉╋╇╇ ]╇『╇╊╇╇

19:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ‶〉』』╇′╇

21:00, 5:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

23:00 ╃/《 42 ‶¨╉〉【╄′╇ぅ ′┿ ╂╇〈╊╄[┿

0:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

1:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

2:00 ╃/《 ¨‶╄[┿『╇ぅ “╂¨╊╊╇╁〉╃”

3:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ‶〉』』╇′╇

6:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

7:00 ╃/《 42 ‶¨╉〉【╄′╇ぅ ′┿ ╂╇〈╊╄[┿

8:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

9:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

10:00 ╃/《 ¨‶╄[┿『╇ぅ “╂¨╊╊╇╁〉╃”

11:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ‶〉』』╇′╇

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

15:00 ╃/《 42 ‶¨╉〉【╄′╇ぅ ′┿ ╂╇〈╊╄[┿

16:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

17:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

18:00 ╃/《 ¨‶╄[┿『╇ぅ “╂¨╊╊╇╁〉╃”

19:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

20:00 ╃/《 ]┿╃ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇

21:00, 5:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╃[╄╁′ぅぅ 

]〈¨╊╇『┿ ╉╇〈┿ぅ

22:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

23:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

0:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

1:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

2:00 ╃/《 ぁ╊╁╇] ‶[╄]╊╇: ‶¨]╊╄╃′╇╄ 24 』┿]┿

3:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

4:00 ╃/《 ]┿╃ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇

6:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

7:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

8:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

9:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

10:00 ╃/《 ぁ╊╁╇] ‶[╄]╊╇: ‶¨]╊╄╃′╇╄ 24 』┿]┿

11:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

12:00 ╃/《 ]┿╃ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇

13:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╃[╄╁′ぅぅ 

]〈¨╊╇『┿ ╉╇〈┿ぅ

14:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

15:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

16:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

17:00 ╃/] ╂╄[¨╇ ╋╄╃╇『╇′｠

18:00 ╃/《 ぁ╊╁╇] ‶[╄]╊╇: ‶¨]╊╄╃′╇╄ 24 』┿]┿

19:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

20:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ

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

22:00 ╃/《 』╇′╂╇]》┿′

23:00 ╃/《 ′¨』を [┿╆╀╇〈｠》 ╁╇〈[╇′

6.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》
6.30 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
12.00 》/《 «╆┿╀┿╁｠ ╋¨╊¨╃｠》» 
13.40 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
18.30 《╇╊を╋ ¨ 《╇╊を╋╄
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «]〈[┿′′｠╄ ╁╆[¨]╊｠╄»
01.15 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.15 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
03.05 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
12.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «′╄ 》¨』〉 ╅╄′╇〈を]ぅ!»
13.45 ╃/《 «》¨╊¨]〈ぅ╉╇»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
15.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «〉〈[╄′′╇╈ ¨╀》¨╃»
01.40 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.45 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
03.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»

7.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

8.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

10.00 ╃[┿╋┿ «╂[┿′╇『┿. 〈┿╄╅′｠╈ [¨╋┿′»

18.30 «』╄[′¨-╀╄╊┿ぅ ╃[┿╋┿»

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ╃/《 «》¨╊¨]〈ぅ╉╇»

23.35 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╋¨[╃┿【╉┿»

01.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.30 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»

03.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
6.30 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
12.00 》/《 «ぅ ╀〉╃〉 ╅╃┿〈を…»
13.35 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
15.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»
21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «╁¨]╉[╄]′｠╈ ‶┿‶┿»
01.30 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.30 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
03.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.10 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»

7.00 «〉╋╄[╄〈を ╋¨╊¨╃｠╋»

8.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

10.00 》/《 «╉¨〈¨╁]╉╇╈»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «]╊〉【┿ぅ 〈╇【╇′〉»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉┿╉ 〈[╇ ╋〉【╉╄〈╄[┿» 

01.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.20 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»

04.10 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.55 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.00 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

7.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

7.30 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

9.30 ╃/《 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

10.00 》/《 «╃┿〉[╇ぅ»

13.30 «]╁┿╃╄╀′¨╄ ‶╊┿〈を╄»

14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 》/《 «]╊〉【┿ぅ 〈╇【╇′〉»

17.40 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «╉〉》′ぅ»

18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 》/《 «╊┿╀╇[╇′〈｠ ╊╅╇» 

23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «╄╉┿〈╄[╇′┿ ╁¨[¨′╇′┿»

01.55 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.45 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»

03.45 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.30 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
6.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»
7.30 》/《 «╄╉┿〈╄[╇′┿ ╁¨[¨′╇′┿»
9.30 «╉〉》′ぅ»
9.55 》/《 «╉¨╊╃〉′をぅ» 
11.55 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
13.30 «《┿╋╇╊を′｠╈ ╃¨╋»
14.00 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
14.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
15.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»
16.00 》/《 «′╄╁｠′¨]╇╋┿ぅ ╅╄]〈¨╉¨]〈を»
18.00 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»
18.45 «╂¨[¨╃]╉┿ぅ ╃〉╋┿. 》[¨′╇╉┿, ╃╄╊┿, ╊ぃ╃╇»
19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
19.30 》/《 «╁′╄╆╄╋′¨╈»
22.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.05 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
00.00 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ ╃¨』を»
01.55 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.50 〈/] «╉┿【╄╋╇[¨╁┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
03.40 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»
05.30 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

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

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.20 》/《 «╀〉╃′╇ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ [¨╆｠]╉┿»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╀〉╃′╇ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ [¨╆｠]╉┿»
13.35, 23.30 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «』〈¨ ]╉┿╆┿╊ ‶¨╉¨╈′╇╉»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»
00.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.30 》/《 «╆╁╄[¨╀¨╈»
04.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃/] «¨》¨〈┿ ′┿ ¨》¨〈′╇╉¨╁»

7.05 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.10 》/《 «╁ 【╄]〈を 』┿]¨╁ ╁╄』╄[┿ ‶¨]╊╄ ╁¨╈′｠»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 》/《 «¨ 〈╄》, ╉¨╂¨ ‶¨╋′ぃ ╇ ╊ぃ╀╊ぃ»

11.45 》/《 «》[¨′╇╉┿ ‶╇╉╇[〉ぃ】╄╂¨ ╀¨╋╀┿[-

╃╇[¨╁】╇╉┿»

13.20 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
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«¨╉〈ぅ╀[を]╉╇╈»

16.40 》/《 «╋┿╉]╇╋ ‶╄[╄‶╄╊╇『┿»

18.30 ]╄╈』┿]

18.55 》/《 «╋¨ぅ ╀¨╊を【┿ぅ ┿[╋ぅ′]╉┿ぅ ]╁┿╃を╀┿»

23.15 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»

02.05 》/《 «〈¨[‶╄╃¨′¨]『｠»

04.00 》/《 «╁ 【╄]〈を 』┿]¨╁ ╁╄』╄[┿ ‶¨]╊╄ ╁¨╈′｠»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.05 》/《 «〈〉′′╄╊を»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «〈〉′′╄╊を»
13.35 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «』〈¨ ]╉┿╆┿╊ ‶¨╉¨╈′╇╉»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»
23.30 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
00.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.30 》/《 «╊¨╊┿ ╋¨′〈╄]»
03.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
11.00, 12.30 》/《 «╉¨╋┿′╃╇[ «]』┿]〈╊╇╁¨╈ 】〉╉╇»
13.35 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30, 18.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
19.00 〈/] «』〈¨ ]╉┿╆┿╊ ‶¨╉¨╈′╇╉»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋: «》╇╊╄[｠. 』〉╃╄]┿ 

╇]『╄╊╄′╇ぅ»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
23.00 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»
00.00 〈/] «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ ╂[┿′╇『┿»
01.25 》/《 «]¨『╇┿╊╇╆╋»
03.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╇]〈¨[╇╇»

7.00 ╃/《 «╇]〈¨[╇╇ ]╄[╄′╂╄〈╇»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.25 》/《 «╉¨ ╋′╄, ╋〉》〈┿[!»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/《 «[╄╃╉╇╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ 【¨〈╊┿′╃╇╇»

11.00 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

12.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇ ] ′╇╉¨╊┿╄╋ 

]╁┿′╇╃╆╄

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

14.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

18.30 ]╄╈』┿]

18.55 》/《 «╃╄╊¨ わ306»

20.30 》/《 «╃╄╊¨ [〉╋ぅ′『╄╁┿»

22.30 》/《 «╃╄╊¨ «‶╄]〈[｠》»

00.30 》/《 «]¨╀┿╉┿ ╀┿]╉╄[╁╇╊╄╈»

02.25 》/《 «╋¨¨′╆〉′╃»

05.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.20 》/《 «′┿ ╆╊┿〈¨╋ ╉[｠╊を『╄ ]╇╃╄╊╇»

9.35 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/《 «‶╇′╂╁╇′｠ ┿′〈┿[╉〈╇╉╇»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00 》/《 «[¨╀╇′╆¨′ ╉[〉╆¨»

17.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 〈/] «╀¨╂┿〈]〈╁¨»

23.30 》/《 «╃[〉╂¨╈ ╋〉╅』╇′┿»

01.15 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

02.15 》/《 «╉┿〈╄[╇′┿ ╇╆╋┿╈╊¨╁┿»

04.35 ╃/《 «‶╇′╂╁╇′｠ ┿′〈┿[╉〈╇╉╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «¨‶┿]′¨ ╃╊ぅ ╅╇╆′╇!»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00, 05.30 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿»
01.45 〈[╇╊╊╄[ «╉[¨╁┿╁┿ぅ ‶¨╃‶╇]を»
02.55 》/《 «╀╄╊¨[〉]]╉╇╈ ╁¨╉╆┿╊»

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

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

9.30 》/《 «╃’ ┿[〈┿′をぅ′ ╇ 〈[╇ ╋〉【╉╄〈╄[┿»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 》/《 «╃’ ┿[〈┿′をぅ′ ╇ 〈[╇ ╋〉【╉╄〈╄[┿»

16.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»

02.50 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»

04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

05.35 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.50 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «╉┿╅╃｠╈ ╃╄]ぅ〈｠╈»
12.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.50 〈/] «╇】╄╈╉┿»
05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
05.35 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.50 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «‶[╄《╄[┿′] ‶¨ ‶ぅ〈′╇『┿╋»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
17.55 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
22.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
03.00 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.55 〈/] «╇】╄╈╉┿»
05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
05.35 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.25 ╃/] «¨〈 [¨╅╃╄′╇ぅ ╃¨ ]╋╄[〈╇»
7.25 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.20 «‶[╄╃‶[╇′╇╋┿〈╄╊を»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╋╇╋╇′¨»
11.20 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈. 』〉╃¨╁╇】╄ ╀╄╆ ╉[┿]┿╁╇『｠»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 ╀¨╄╁╇╉ «┿〈┿╋┿′»
16.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «〈╄¨[╇ぅ ╆┿‶¨ぅ»
18.00, 22.00, 05.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
19.15 〈[╇╊╊╄[ «11.14»
21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»
01.30 〈[╇╊╊╄[ «11.14»
03.35 ╉¨╋╄╃╇ぅ «〈╄¨[╇ぅ ╆┿‶¨ぅ»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

7.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.25 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.20 》/《 «[¨╃′ぅ»

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

]〈[┿]〈╄╈. 』〉╃¨╁╇】╄ ╀╄╆ ╉[┿]┿╁╇『｠»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «┿〈┿╋┿′»

16.30 ╀¨╄╁╇╉ «‶╄[╄》╁┿〈»

18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

19.00, 01.35 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]╋╄[〈を ╄╈ ╉ ╊╇『〉»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00, 05.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

03.40 ╀¨╄╁╇╉ «‶╄[╄》╁┿〈»

¨
》
¨
〈
┿

╇
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｠
╀
┿
╊
╉
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5:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ 《[┿′『〉╆]╉¨╈ ′┿『╇¨-
′┿╊を′¨╈ ¨》¨〈｠

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

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

6:20 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
6:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
7:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
7:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
8:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
8:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ 《[┿′『〉╆]╉¨╈ ′┿『╇¨-

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

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

′｠》 ╂¨[
22:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
23:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
23:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
1:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
1:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
2:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
2:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
3:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
3:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
4:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
4:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
5:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
5:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

6:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
6:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
8:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
8:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
9:20 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
9:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
10:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
10:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
11:05 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
11:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ 《[┿′『〉╆]╉¨╈ ′┿『╇¨-

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

6:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
7:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
8:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
8:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
9:20 ¨》¨〈┿ ′┿ ]╇╀╇[]╉〉ぃ ╉¨]〉╊ぃ
10:15 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
10:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
11:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
13:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
13:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
14:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
14:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
15:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
16:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
16:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
17:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
17:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
18:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
18:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
20:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
20:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
20:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿, ぁ‶.168
21:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
22:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
23:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
23:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
0:20 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ ¨》¨〈┿ ╁ ]〈[┿′╄ ′╄╀╄]-

′｠》 ╂¨[
1:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
2:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
2:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
3:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
4:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
4:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
5:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
5:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

6:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄

7:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

7:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

8:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

9:05 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

9:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

11:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

11:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄

12:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇

12:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈

13:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠

13:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇

14:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈

14:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ 《[┿′『〉╆]╉¨╈ ′┿『╇¨-

′┿╊を′¨╈ ¨》¨〈｠

15:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

16:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋

17:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠

17:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿

17:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿

18:20 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿

19:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

20:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

20:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

21:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

21:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄

22:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

22:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

23:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
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‶╄』┿╊を′┿ぅ ]〈┿〈╇]〈╇╉┿

〉‶┿╊, ¨』′〉╊]ぅ, ╂╇‶]
┿くくぇ ]┿╃[╇╄╁┿, しこっちうぇかうしす-ねおしこっさす 
╀っさひいけゃしおけゅけ 〈¨ せこさぇゃかっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ

╇]‶｠〈┿′¨ ′┿ ]╄╀╄

ÏÅÐÅËÎÌÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ?
┲┻┷┰┩┦┼┬┩ ┦ ┲┻┩┴┩┨┬ ┮ ┶┴┤┦┰┤┶┲┯┲┧┷ ┳┤┺┬┩┱┶┿ 

┧┲┶┲┦┿ ┱┤┮┲┵┶┿┯╃┶╀ ┨┴┷┧ ┨┴┷┧┷
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╁｠ ]‶[┿【╇╁┿╊╇
╄しすぬ かう ゃ ╀っさひいけゃしおけき ぉっしこかぇすくにっ しこっ-

ちうぇかういうさけゃぇくくにっ せつさっあょっくうは, おせょぇ きけあ-
くけ こけきっしすうすぬ こけあうかけゅけ つっかけゃっおぇ し こけすっ-
さっえ こぇきはすう う しかぇぉけせきうっき? ¨くぇ たけょはつぇは, 
きけあっす しっぉは けぉしかせあうゃぇすぬ, うくゃぇかうょくけしすぬ 
っひ くっ せしすぇくぇゃかうゃぇかう. ′っせあっかう こさうょひすしは 
ゃしひ ぉさけしぇすぬ う しうょっすぬ し くっえ おぇお し きぇかっくぬ-
おうき さっぉひくおけき?

¨かぬゅぇ
′ぇ しっゅけょくは っしすぬ すけかぬおけ こかぇすくにえ しすぇちうけくぇさ (きう-

くう-ゅけしこうすぇかぬ). 〈ぇおあっ きけあくけ くぇくはすぬ しうょっかおせ. ╄しすぬ 
ゃ ╋けくっすくけき ちっくすさ ゃさっきっくくけゅけ こさっぉにゃぇくうは, おけすけ-
さにえ けすくけしうすしは お 〉こさぇゃかっくうの しけちいぇとうすに. 〈ぇき けぉ-
しかせあうゃぇのす いぇ つぇしすぬ こっくしうう. ′け こけしすぇさぇえすっしぬ せしすぇ-
くけゃうすぬ うくゃぇかうょくけしすぬ.

′っおけすけさにっ すっかっそけくに:
╋うくう-ゅけしこうすぇかぬ う しうょっかおう – 4-66-58.
〉こさぇゃかっくうっ しけちいぇとうすに – 49384, 49111.
╉けきこかっおしくにえ ちっくすさ しけちうぇかぬくけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは 

くぇしっかっくうは – 46907, 45273.

‶けかせつぇかぇ こけかうし ゃ ╆┿¨ ]すさぇたけゃぇは 
おけきこぇくうは «╋っょうくおけき» ゃ ゅ. ╀っさひ-
いけゃしおけき, っしすっしすゃっくくけ, くうおすけ くうおぇ-
おけゅけ ょけゅけゃけさぇ こさけつうすぇすぬ くっ ょぇか. 
╋けあくけ せいくぇすぬ しこうしけお きっょうちうくしおうた 
せつさっあょっくうえ, ゃ おけすけさにっ は きけゅせ けぉ-
さぇとぇすぬしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ょけゅけゃけ-
さけき けぉはいぇすっかぬくけゅけ きっょうちうくしおけゅけ 
しすさぇたけゃぇくうは う こけかうしけき?

┿くくぇ ╁.
╁に きけあっすっ こけいゃけくうすぬ くぇ ゅけさはつせの かう-

くうの ]╉ «╋っょうくおけき» こけ すっかっそけくせ 8-343-
214-80-56.

╂かぇゃくにえ ねおしこっさす ╆┿¨ ]╉ «╋っょうくおけき» 
]きぇゅうく ╋うたぇうか ‶ぇゃかけゃうつ.

¨すゃっすに こけょゅけすけゃうかぇ 
こさっしし-しかせあぉぇ 『╂╀

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╋くっ しおけさけ さけあぇすぬ, う ょけ きっくは ょけてかう しかせたう, つすけ ゃ ╀っさひいけゃしおけき さけょょけ-
きっ ゃしひ しすぇかけ こかぇすくけ. ぅ しぇきぇ いょっしぬ さけあぇかぇ こっさゃせの ょけつぬ しっきぬ かっす くぇいぇょ, 
けしすぇかぇしぬ ょけゃけかぬくぇ, こさっすっくいうえ くっ ぉにかけ, ぇ しっえつぇし つすけ-すけ こっさっあうゃぇの…

╇さうくぇ
[けあぇかぇ ゃ ょっおぇぉさっ 2010, ぉにかけ ぇぉしけかのすくけ ゃしひ こかぇすくけ, ゃこかけすぬ ょけ こけょ-

おかぇょくけえ こっかひくおう こさうたけょうかけしぬ こけおせこぇすぬ. ╃けたけょうかけ ょけ すけゅけ, つすけ しけしっょおぇ 
かっあぇかぇ こさけしすけ くぇ ゅけかけえ おかっひくおっ. ]おぇいぇかう, つすけ さぇくぬてっ ゃしひ ぉにかけ ぉっし-
こかぇすくけ こけ こさけゅさぇききっ «╋ぇすぬ う ょうすは», ぇ しっえつぇし ねすけ こかぇすくけ.

ぃかうは
╁ さけょけゃけえ しっさすうそうおぇす (すぇかけく わ2) 

ゃたけょうす いぇさこかぇすぇ きっょこっさしけくぇかぇ, こう-
すぇくうっ ぉっさっきっくくにた, きっょうちうくしおけっ けぉけ-
させょけゃぇくうっ う きっょうおぇきっくすに, さぇしたけょくにっ 
きぇすっさうぇかに.

[ぇくぬてっ, おけゅょぇ ょっえしすゃけゃぇかぇ けぉかぇしす-
くぇは こさけゅさぇききぇ «╋ぇすぬ う ょうすは», こっかひく-
おう, たぇかぇすに う こさけつっっ ょかは さけあっくうち きに 
こさうけぉさっすぇかう こけ ねすけえ こさけゅさぇききっ. 〈っ-

こっさぬ いぇ しつひす さけょけゃけゅけ しっさすうそうおぇすぇ くぇき 
っょゃぇ せょぇひすしは こけおせこぇすぬ さぇしたけょくにっ きぇすっ-
さうぇかに こっさゃけえ くっけぉたけょうきけしすう (ょかは さけ-
ょけゃ う けこっさぇちうえ). ╉ しけあぇかっくうの, しせききぇ, 
いぇかけあっくくぇは くぇ すぇかけく わ2, くぇしすけかぬおけ 
«くっこさけこけさちうけくぇかぬくぇは», つすけ ゅけゃけさうすぬ け 
おぇおけき-すけ こけかくけちっくくけき こうすぇくうう, しけゃさっ-
きっくくけき きっょけぉけさせょけゃぇくうう, こけかくけき けぉっ-
しこっつっくうう ゃしった さけあっくうち くっ こさうたけょうすしは.

′╄╆┿╃¨╊╂¨ ょけ ′けゃけゅけ ゅけょぇ せきせ-
ょさうかぇしぬ, こけしおけかぬいくせゃてうしぬ こさぇお-

すうつっしおう くぇ こけさけゅっ ょけきぇ, しかけきぇすぬ こぇ-
かっち させおう. 〈け, つすけ 31 ょっおぇぉさは ゃっつっさくっっ 
こかぇすぬっ ょけこけかくはか ゃ おぇつっしすゃっ ぇおしっししせぇ-
さぇ ゅうこし くぇ ゃしの かぇょけくぬ, ぉにかけ くっ しぇきにき 
すさぇゅうおけきうつっしおうき ゃ ねすけえ, ゃ けぉとっき-すけ, 
ぉぇくぇかぬくけえ うしすけさうう. 

‶っさっかけき – しおせつくぇは たゃけさぬ: くう すっぉっ こう-
かのかぬ, せおけかけゃ う きぇいっえ, くう こさけちっょせさ し こっさっ-
ゃはいおぇきう: しうょう う  すせこけ あょう, おけゅょぇ おけしすぬ しさぇ-
しすひすしは. ′け こさう ねすけき っあっくっょっかぬくけ ゃ すっつっくうっ 
こけかせすけさぇ きっしはちっゃ すに けぉはいぇく こさうたけょうすぬ 
お かっつぇとっきせ ょけおすけさせ, つすけぉに けく しょっかぇか けす-
きっすおせ ゃ ぉけかぬくうつくけき かうしすっ. ′け ゃけす くぇこぇしすぬ: 
こけかせつうすぬ こけしかっょせのとうえ ぇゃすけゅさぇそ すさぇゃきぇ-
すけかけゅぇ きけあくけ, かうてぬ ゃにしうょっゃ せ おぇぉうくっすぇ くっ 
きっくっっ ょゃせた-すさひた つぇしけゃ ゃ おけきこぇくうう すぇおうた あっ 
こけおぇかっつっくくにた, おぇお すに しぇき. 』っさっい ゅけかけゃに 
くっ こさけえょひてぬ, ょぇあっ っしかう しうかぬくけ いぇたけつってぬ: 
こっさっょ ょゃっさぬきう  – っとひ ょゃっ けつっさっょう こけきうきけ 
すけえ, つすけ こさうきけしすうかぇしぬ くぇ しおぇきっっつおぇた う ぉっい 
ゃしはおけえ くぇょっあょに ゃ ゅかぇいぇた しきけすさうす くぇ こけすけ-
かけお おけさうょけさぇ. ]すっくけえ しすけはす すっ, おすけ «すけかぬ-
おけ くぇ きうくせすけつおせ しこさけしうすぬ ゃさぇつぇ», う すっ, おすけ 
せあっ ぉにか くぇ こさうひきっ う こけゃすけさくけ こさうおけゃにかはか 
し さっくすゅっくしくうきおぇきう. ¨ぉけえすう ねすけす あうゃけえ とうす 
くっ さうしおせの: こさぇおすうつっしおう ゃしっ ゃけけさせあっくに おけ-
しすにかはきう う しけかうょくにき おせしおけき ゅうこしぇ くぇ させおぇた. 

]ぇきにえ おけてきぇさくにえ ょっくぬ – しさっょぇ, おけゅょぇ 
けぉにつくにえ こさうひき さっいおけ こさっさにゃぇっすしは, う こぇちう-
っくすに うい ゃつっさぇてくっゅけ ょくは うょせす くぇ おけきうししうの. 
╇い こけかうおかうくうおう は すけゅょぇ ゃにこけかいかぇ つっさっい こはすぬ 
つぇしけゃ, こさけえょは ゅけさくうかけ う こさうひきぇ, う おけきうししうう, 
う こけゃすけさくにた さっくすゅっくしくうきおけゃ. ┿ ゃ おけさうょけさっ 
っとひ けぉさっつひくくけ けしすぇゃぇかうしぬ しうょっすぬ こさうてっょ-
てうっ せすさけき さぇくぬてっ きっくは. ╁ おぇおけえ-すけ きけきっくす 
ょぇあっ こけあぇかっかぇ ょけおすけさぇ ╋うたぇうかぇ ]っきひくけ-
ゃうつぇ ╊っせてうくぇ: ゃ こけかうおかうくうおっ – けす いぇさう ょけ 
いぇさう し こけくっょっかぬくうおぇ こけ こはすくうちせ, こけしおけかぬおせ 
くっす っきせ いぇきっくに, ぇ ぉけっち くっ きけあっす けしすぇゃうすぬ 
しゃけえ こけしす. ╀かぇゅけ いぇ こかっつぇきう きくけゅけかっすくうえ 
ゃさぇつっぉくにえ けこにす, おけすけさにえ こけきけゅぇっす «さぇしすぇ-
とうすぬ» お ゃっつっさせ たさけくうつっしおせの けつっさっょぬ.  

╁ すけす はくゃぇさしおうえ ょっくぬ けしけぉっくくけ くっ ゃっいかけ: 
くぇ しっょぬきけき ねすぇあっ, しかけゃくけ こけ こさうたけすう しぇょう-
しすぇ-しちっくぇさうしすぇ, ょゃぇ さっくすゅっくけゃしおうた ぇここぇさぇすぇ 
かけきぇかうしぬ こけけつっさひょくけ. 〈けかぬおけ きに ゃにしすさけうき-
しは お ょゃっさはき けょくけゅけ おぇぉうくっすぇ, おぇお かぇぉけさぇくす 
けぉなはゃかはっす: こっさったけょうすっ くぇ こさけすうゃけこけかけあくせの 
しすけさけくせ, くぇ ょさせゅけき ぇここぇさぇすっ ぉせょっき ょっかぇすぬ 
しくうきおう. 』っさっい こはすぬ きうくせす こけしかっ くけゃけえ ょうし-
かけおぇちうう いゃせつうす ょさせゅけえ こさうおぇい: ゃしっ くぇいぇょ, 
ねすぇ せしすぇくけゃおぇ «くっ ょにてうす», いぇすけ こっさゃせの こけ-
つうくうかう! 〈っこっさぬ かけきうきしは くぇ うしたけょくにっ こけ-
いうちうう. ‶けしかっ つっすにさひた こっさっぉっあっお すせょぇ う けぉ-
さぇすくけ けょくぇ うい こぇちうっくすけお くっ ゃにょっさあうゃぇっす う 
うょひす しおぇくょぇかうすぬ し ゅかぇゃゃさぇつけき 『╂╀. ′ぇ っゅけ 
しつぇしすぬっ, くっ いぇしすぇひす くぇ きっしすっ う けぉとぇっすしは し 
いぇきけき, おけすけさにえ うしおさっくくっ せょうゃかはっすしは: けぉぇ 
ぇここぇさぇすぇ せきっさかう? ぁすけゅけ くっ きけあっす ぉにすぬ, こけ-
すけきせ つすけ ねすけゅけ くっ きけあっす ぉにすぬ くうおけゅょぇ. ′け 
せぉっょうすぬしは ゃ けぉさぇすくけき, こけょくはゃてうしぬ すさっきは 
ねすぇあぇきう ゃにてっ, くっ しつうすぇっす くせあくにき. 

〉ょぇさ けぉけいかひくくけえ すけかこに こさうくうきぇっす くぇ 
しっぉは ょけおすけさ-さっくすゅっくけかけゅ. «』すけ ゃに たけすうすっ 
けす ぉっしこかぇすくけえ きっょうちうくに?» «′け ゃっょぬ さぇ-
ぉけすぇっすっ ゃに くっ ぉっしこかぇすくけ». «ぅ こさぇおすうつっしおう 
いょっしぬ ゃけかけくすひさ, こけかせつぇっきにっ ょっくぬゅう いぇさ-
こかぇすけえ くぇいゃぇすぬ くうおぇお くっかぬいは».

…¨おけくつぇすっかぬくけ いぇおさにゃ ぉけかぬくうつくにえ かうしす, 
さってぇのしぬ ゃにしすせこうすぬ こぇさかぇきっくすぇさうっき しすぇゃ-
てっえ こけつすう さけょくけえ, いぇきせつっくくけえ ゅけかけょけき, 
けぉっいゃけあうゃぇくうっき う くったゃぇすおけえ おうしかけさけょぇ 
けつっさっょう: ょけおけかっ こけかうおかうくうおぇ ぉせょっす ういきに-
ゃぇすぬしは くぇょ ぉっしこけきけとくにきう かのょぬきう (お すさぇゃ-
きぇすけかけゅせ ゃっょぬ きくけゅうっ くっ きけゅせす こさうえすう しぇ-
きけしすけはすっかぬくけ, うた こさうゃけかぇおうゃぇのす さけょくにっ)?

– ] さっくすゅっくけゃしおうきう ぇここぇさぇすぇきう こさけぉかっ-
きぇすうつくけ, – しけゅかぇてぇっすしは ゅかぇゃくにえ ゃさぇつ ╋〉╆ 
«『╂╀» ′うおけかぇえ ╂っさきぇゅっくけゃうつ 』っすゃっさうおけゃ. 
– [ぇょ ぉに ゃしっ いぇきっくうすぬ, くけ けすおせょぇ しさっょしすゃぇ: 
おぇあょにえ しすけうす こけ くっしおけかぬおけ きうかかうけくけゃ させ-
ぉかっえ. ̈ ょくぇおけ おぇお さぇい せあっ かっすけき くぇ しっょぬきけき 
ねすぇあっ こけかうおかうくうおう わ1 ょけかあくぇ こけはゃうすぬしは 
くけゃぇは せしすぇくけゃおぇ, しすぇくっす すさう ぇここぇさぇすぇ. 

– ′け こけつっきせ うきっくくけ お すさぇゃきぇすけかけゅせ しぇ-
きにっ ょかうくくにっ けつっさっょう? ╃けおすけさ ╊っせてうく – 
くっ っょうくしすゃっくくにえ しこっちうぇかうしす ゃ ぉけかぬくうちっ, 
けすつっゅけ けく けすょせゃぇっすしは いぇ ゃしった?

– ‶けくうきぇっすっ, すさぇゃきぇすけかけゅう けつっくぬ かのぉはす 
しすぇちうけくぇさ, う しけゃしっき くっ かのぉはす こさうひきに ゃ 
こけかうおかうくうおっ: ゃ しすぇちうけくぇさっ けくう ゃにこけかくは-
のす しかけあくにっ けこっさぇちうう, おけすけさにっ しけいょぇのす 
うきうょあ, ぇ ゃ こけかうおかうくうおっ – けょくけけぉさぇいくぇは, 
させすうくくぇは, おけくゃっえっさくぇは さぇぉけすぇ. ′け きに こけえ-
ょひき くぇ さけすぇちうの おぇょさけゃ: おぇあょにえ うい すさひた 
すさぇゃきぇすけかけゅけゃ しすぇちうけくぇさぇ こけ けつっさっょう しすぇ-
くっす ゃっしすう こけかうおかうくうつっしおうえ こさうひき. ╇ けぉうょ-
くけ くうおけきせ くっ ぉせょっす, う しうすせぇちうの くぇ こはすけき 
ねすぇあっ くぇおけくっち ゃにこさぇゃうき. 〉あっ しっゅけょくは くぇ 
こさうひきっ ょゃぇ すさぇゃきぇすけかけゅぇ.    

– ‶けすっさはゃ ぉけかっっ つぇしぇ ゃ けつっさっょう, こぇちうっく-
すに くぇおけくっち こさっょしすぇのす こっさっょ  おけきうししうっえ. 
╉けかかっゅぇ かっつぇとっゅけ ゃさぇつぇ くっ こけょくうきぇっす ゅかぇい 
くっ すけかぬおけ くぇ ぉけかぬくけゅけ, くけ う くぇ っゅけ しかけきぇく-
くにっ おけくっつくけしすう, せしこっゃぇっす すけかぬおけ つっさおくせすぬ 
ゃ あせさくぇかっ. ╉ つっきせ ねすぇ 30-しっおせくょくぇは こさけそぇ-
くぇちうは こけょ くぇいゃぇくうっき «おけきうししうは»?

– 〉 すぇおけえ おけきうししうう くっす いぇょぇつう ょうぇゅくけ-
しすうさけゃぇすぬ, くぇいくぇつぇすぬ かっつっくうっ. ╄しかう ゃけいくう-
おぇのす ゃけこさけしに こけ ぉけかぬくけきせ, つかっくに おけきうし-
しうう う さってぇのす うた. ′け っしかう さっつぬ うょひす すけかぬおけ 
け こさけょかっくうう ぉけかぬくうつくけゅけ かうしすぇ, いぇつっき ゃぇき 
さぇいゅけゃけさに し ょけおすけさぇきう?

– 〈ぇお ゃっょぬ こぇちうっくすに くっ こけ しゃけっえ ゃけかっ 
たけょはす くぇ おけきうししうの, ぇ こけ ゃぇてっえ!

– 』すけ ゃに たけすうすっ: こけ くけさきぇすうゃぇき くぇ こさう-
ひき こぇちうっくすぇ ょぇあっ けそすぇかぬきけかけゅせ けすゃっょっくけ 
12  きうくせす, けしすぇかぬくにき – てっしすぬ. ╄しかう ょけおすけさぇ 
ぉせょせす けぉとぇすぬしは し ゃぇきう こけ ょせてぇき, すけ しすぇ-
くせす… くっさっくすぇぉっかぬくにきう, ょぇ-ょぇ, しすさぇたけゃにっ 
おけきこぇくうう ゃしひ ゃさっきは すさっぉせのす けこすうきういぇちうう 
つうしかっくくけしすう, つすけぉに さぇしたけょに しけけすくけしうかうしぬ し 
ょけたけょぇきう. ′け ょぇあっ ゃ すぇおうた あひしすおうた ねおけくけきう-
つっしおうた せしかけゃうはた きに くっ たせあっ ょさせゅうた ぉけかぬくうち: 
ゃ しせすおう こけかうおかうくうおぇ «こっさっゃぇさうゃぇっす» 1600 
こけしっとっくうえ, ねすけ くっきぇかけ, かっゅつっ しすぇかけ し «せい-
おうきう» しこっちうぇかうしすぇきう, ぉけかぬてうっ こけょゃうあおう 
せ くぇし こけ けくおけかけゅうう, けぉくけゃかはっき けぉけさせょけゃぇ-
くうっ, あょひき ゃけす すけきけゅさぇそ. ′け こぇちうっくすに こけさけえ 
しぇきう せしかけあくはのす あういくぬ, こせすぇは こけかうおかうくうおせ し 
ねおしすさっくくけえ きっょこけきけとぬの う しかせあぉけえ しけちうぇかぬ-
くけえ いぇとうすに. 』ぇとっ ゃしっゅけ しすぇさけきせ けょうくけおけきせ 
つっかけゃっおせ くせあっく くっ すぇかけく お ょけおすけさせ, ぇ こさけしすけ 
おぇつっしすゃっくくにえ ょけきぇてくうえ せたけょ. 

』すけ あ, ぉせょせとっっ ぉけかぬくうちに ゃにさうしけゃにゃぇ-
っすしは ぉけかっっ さぇょせあくにき, つっき っひ くぇしすけはとっっ, 
こけねすけきせ ょぇゃぇえすっ ぉけかっいくう けしすぇゃうき くぇ いぇゃ-
すさぇ. ╄しかう, おけくっつくけ, ょけあうゃひき ょけ くっゅけ. 

]こっちうぇかうしすに ╀っさひいけゃしおけゅけ 〈¨ [けしこけ-
すさっぉくぇょいけさぇ こさけぇくぇかういうさけゃぇかう しうすせぇ-
ちうの こけ ょっすしおけきせ すさぇゃきぇすういきせ ゃ ╀╂¨. ╁ 
こけかっ うた いさっくうは こけこぇかう 50 ねおしすさっくくにた うい-
ゃっとっくうえ. 

』すけ こけおぇいぇか きけくうすけさうくゅ ょっすしおけゅけ すさぇゃ-
きぇすういきぇ ゃ 2010 ゅけょせ? ╂させここけえ さうしおぇ はゃ-
かはのすしは きぇかっくぬおうっ あうすっかう 11-14 かっす, くぇ 
くうた こさうたけょうすしは 38 こさけちっくすけゃ ゃしった すさぇゃき, 
う ょっすう 7-10 かっす (おぇあょにえ すさっすうえ しかせつぇえ). 
╋ぇかぬつうおう, おぇお ゃしっゅょぇ, すさぇゃきうさせのすしは つぇとっ 
ょっゃけつっお. ′ぇ こっさゃけき きっしすっ けおぇいぇかうしぬ すさぇゃ-
きに ゅけかけゃに (39 こさけちっくすけゃ), しかっょけき うょせす 
すさぇゃきに ゃ けぉかぇしすう ゅけかっくけしすけこくけゅけ しせしすぇゃぇ 
う しすけこに, いぇきにおぇのす こっつぇかぬくせの すさけえおせ かう-
ょっさしすゃぇ すさぇゃきに いぇこはしすぬは う おうしすう.

′っしつぇしすぬは こけょしすっさっゅぇのす くぇてうた ょっすっえ 
ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ ゃ ぉにすせ (38 こさけちっくすけゃ 
すさぇゃき こさけうしたけょはす ょけきぇ), くぇ せかうちっ (36 こさけ-
ちっくすけゃ しかせつぇっゃ), おぇあょにえ ょっしはすにえ こけしすさぇ-
ょぇか ゃ ておけかっ, ぇ すぇおあっ ゃ しこけさすいぇかっ.

╉ぇあょぇは すさっすぬは すさぇゃきぇ こさけうしたけょうす けす 
こぇょっくうえ, くぇ ゃすけさけき きっしすっ しさっょう こさうつうく 
こけゃさっあょっくうえ – ゃけいょっえしすゃうは くっあうゃにた 
きったぇくうつっしおうた しうか, くぇ すさっすぬっき – ゃけい-
ょっえしすゃうは あうゃにた きったぇくうつっしおうた しうか, つっす-
ゃひさすけき – ╃〈‶. ╉しすぇすう, ゃ しすさせおすせさっ ょっす-
しおうた すさぇくしこけさすくにた すさぇゃき 17 こさけちっくすけゃ 
こさうたけょうすしは くぇ のくにた ゃっかけしうこっょうしすけゃ う 

こぇししぇあうさけゃ きけすけちうおかぇ, くけ ょゃっ すさっすう こけ-
しすさぇょぇゃてうた – こってったけょに.

╉ しけあぇかっくうの, ょっすう つぇしすけ すさぇゃきうさせのすしは,  
こけしおけかぬいくせゃてうしぬ うかう せこぇゃ しけ しこけさすうゃくけゅけ 
けぉけさせょけゃぇくうは. ‶け-こさっあくっきせ けくう しすぇくけゃはす-
しは あっさすゃぇきう せおせしぇ しけぉぇお, しすさぇょぇのす けす せょぇ-
さけゃ, すけかつおけゃ しゃけうた しゃっさしすくうおけゃ. 

╋ぇかにてう ょけ ょゃせた かっす つぇとっ ゃしっゅけ すさぇゃきう-
させのすしは ゃ ぉにすせ – ねすけ 75 こさけちっくすけゃ しかせつぇっゃ, 
う 25 こさけちっくすけゃ こさうたけょうすしは くぇ せかうちせ. ┿ ゃけす 
お 15 ゅけょぇき ぉっょぇ こさうたけょうす ゃ けしくけゃくけき くぇ 
せかうちっ (75 こさけちっくすけゃ しかせつぇっゃ).

《ぇおすけさぇきう さうしおぇ こけ-こさっあくっきせ はゃかは-
のすしは くういおうえ せさけゃっくぬ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃぇ 
すっささうすけさうえ う しこけさすうゃくにた こかけとぇょけお ゃ 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうはた, くっせょけゃ-
かっすゃけさうすっかぬくけっ すったくうつっしおけっ しけしすけはくうっ 
けぉけさせょけゃぇくうは ゃ しこけさすうゃくにた いぇかぇた, くっ-
おぇつっしすゃっくくぇは けぉさぇぉけすおぇ ょけさけあくにた こけ-
おさにすうえ う すさけすせぇさけゃ ゃけ ゃさっきは ゅけかけかひょぇ, 
くっしけぉかのょっくうっ こさぇゃうか こっさっゃけいおう ょっすっえ ゃ 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃぇた, ゃ す.つ. けすしせすしすゃうっ 
しさっょしすゃ いぇとうすに せ ゃっかけしうこっょうしすけゃ (てかっきに, 
くぇおけかっくくうおう, くぇかけおけすくうおう). ]ぇくうすぇさくにっ 
ゃさぇつう こけしすけはくくけ ぇくぇかういうさせのす しうすせぇちうの 
こけ すさぇゃきぇすういきせ, くけ こけさぇ ゅけさけょせ けす ちうそさ う 
しかけゃ こっさったけょうすぬ お おけくおさっすくにき ょっえしすゃうはき: 
ぉけかっいくう う ゅうぉっかぬ ょっすっえ けす すさぇゃき くっょけこせ-
しすうきに ゃ くぇてっ ゃさっきは. 

]╋¨〈[╇〈╄, ╉〈¨ ‶[╇【┱╊

]っゅけょくは ゃ こっょうぇすさうつっしおけえ しかせあぉっ ゅけさけょぇ おぇあょにえ しけすさせょくうお – くぇ ゃっし いけかけすぇ: てすぇす 
せおけきこかっおすけゃぇく くぇこけかけゃうくせ. ╃っそうちうす おぇょさけゃ, ゃにいゃぇくくにえ, こさっあょっ ゃしっゅけ, しおさけきくけえ いぇさ-
こかぇすけえ, こさけゃけちうさせっす ょさせゅうっ ぉけかっいくう ょっすしおけえ ぉけかぬくうちに. ]っゅけょくは, ゃ さぇいゅぇさ ねこうょっきうう 
¨[╁╇, おぇあょにえ せつぇしすおけゃにえ ょけおすけさ う そっかぬょてっさ くぇゃっとぇっす っあっょくっゃくけ ょけ こけかせしけすくう いぇ-
たゃけさぇゃてうた きぇかにてっえ! 

╉ しつぇしすぬの, ゃ おけかかっおすうゃ こけしすっこっくくけ こさうたけょはす う きけかけょにっ. ] しっくすはぉさは こさけてかけゅけ ゅけょぇ  
しすぇか さぇぉけすぇすぬ ゃ ょっすしおけえ こけかうおかうくうおっ ゃにこせしおくうお ]ゃっさょかけゃしおけゅけ けぉかぇしすくけゅけ きっょおけかかっょ-
あぇ ]っさゅっえ ╁ぇしうかぬっゃうつ ‶うくはあうく. ╋ぇきに う おけかかっゅう くぇょっのすしは, つすけ きけかけょけえ そっかぬょてっさ けしすぇ-
くっすしは ゃ ╀っさひいけゃしおけき くぇょけかゅけ. 

《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
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]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ä Å Ø Å Â Î
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

┴╉]〉〈』 ‒〉[〉╈′[ぉ〈′‶〉╆
〈╄ ╈〉]【. Âñå ðàéîíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-902-26-75-615

[╄
╉╊

┿╋
┿

]こっちすったくうおぇ〉しかせゅう

╂させいけこっさっゃけいおう

[ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

‶さけょせおすに こうすぇくうは

╅うゃけすくにっ

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ ゃ つぇしすくけき ょけきっ 
(ちっくすさ). 8-909-02-34-372.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっ-
くうは ゃ 〈『 "╋けくっすおぇ". 〉か. ╉さ. ╂っさけ-
っゃ, 29. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ╉けきくぇすせ. 8-904-54-21-287.

[╄╉╊┿╋┿

• [せししおぇは しっきぬは うい 2-た つっかけゃっお 
しくうきっす おけきくぇすせ くぇ ょかうす. しさけお, 
けこかぇすせ ゅぇさぇくすうさせっき. 8-902-25-

73-132.

[╄╉╊┿╋┿

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

8-909-70-15-329.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, 32 しけす. 8-904-98-96-043.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく, 
たけかけょうかぬくうおけゃ. 8-922-20-94-238.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ くぇ 
ょけきせ. ╂ぇさぇくすうは. 8-902-40-92-661.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ. 
′っょけさけゅけ. 8-904-98-21-741.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-61-95-777.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-11-04-213.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ».  
〉ぉけさおぇ しくっゅぇ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• «╉┿╋┿╆»-しぇきけしゃぇか, 10 す. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ, せぉけさおぇ しくっゅぇ. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおかのいうゃくにっ おけゃぇくにっ 
ういょっかうは: ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ, 
ちゃっすに. ╊っしすくうちに, こっさうかぇ, 
いぇぉけさに, ゃけさけすぇ. 8-922-12-48-848.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っさっっいょに! ╂けさけょ, けぉかぇしすぬ. 
"╉┿╋ぇい"-おけくすっえくっさ (36 き3). 8-909-
02-13-428.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ. ′っょけさけゅけ. 
8-909-00-89-222.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-912-62-11-559.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-
529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに, ょさけゃぇ, 
しさっいおぇ こうかっくぇは, しけさす 1. 8-953-
05-45-153.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うさぇきうょせ ょかは こっさっゃけいおう こかぇ-
しすうおけゃにた けおけく. 8-912-26-91-250.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ぁかっおすさけょに ¨╉-46, SE-46, 『╊-
11, ′╅-13, ¨╆╊-8. ‶さけゃけかけおせ. 
8-922-21-12-377.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404

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

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆

8-912-27-86-681
づぎとずんぜん

╁ぇおぇくしうう
• ¨¨¨ "╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けゃぇさ, きけえとうお こけしせょに ゃ 
おぇそっ. 4-84-40.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお (しょっかぬくけ). 213-68-67.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁ 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ くぇ こさ-ゃけ おけさこ. きっぉっ-
かう. 8-912-62-82-503 (┿かっおしぇくょさ).

[╄╉╊┿╋┿

╇とせ さぇぉけすせ
• ╁けょうすっかぬ (くぇかうつうっ か/ぇ), かうぉけ 
しぇくすったくうお. 8-904-54-42-357.

[╄╉╊┿╋┿

Êîíñóëüòàöèîííûé  
öåíòð

┎┍┃│┍┑┍━┉〞 ┉ ガケポ 
10-└ ┉┊〞┐┐┍━
└┈┇┈┊─
┕┈┌┈┟
━┈┎┋┎┃┈┟

8-922-15-81-314

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄╉╊┿╋┿ せか. ╉けしにた, 8

‶ぇかぬすけ – 2011

Ìà>àçèí "Ìåõà"Ìà>àçèí "Ìåõà"Ìà>àçèí "Ìåõà"
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╀╄]‶╊┿〈′¨ 
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

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

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-5 さぇいさはょぇ
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-6 さぇいさはょぇ くぇ おけけさょうくぇすくけ-さぇしすけつ-
くけえ しすぇくけお 
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさっえ-おぇさせしっかぬとうおけゃ 4-5 さぇいさはょぇ 
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさっえ 3-5 さぇいさはょぇ 
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 15 000 させぉ.
◊ しかっしぇさっえ-しぉけさとうおけゃ 4-6 さぇいさはょぇ 
けす 17 000 させぉ.
◊ ねかっおすさけきけくすっさぇ
ゅさせここぇ ょけこせしおぇ ょけ 1000 ゃけかぬす, い/こ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう

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

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

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゾゾゾ «ダダデ» 
òðåáóåòñÿ ñëåñàðü ÌÑÐ

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

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

(343) 295-70-01 (ザ┐┄┌┇┞)

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゾゾゾ "バヱゲ"
┎┏┇┌┇┋〞┄┑ 

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

┄┅┐┅│├┅│

8-922-15-01-110

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

[╄
╉╊

┿╋
┿
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』しとにそうふか あたたあちあてふ 
¿Üôüóê äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú ぜÜï¡ç▲, がíÖóó, ゎñë½íÖóó

• げíÜüÖ▲ñ, ¡íë½íÖÖ▲ñ Üö 2700 ë. ÑÜ 7500 ë. 
• ぴóâëÜç▲ñ íääíëíö▲ Üö 6200 ë. ÑÜ 9900 ë. 

ぢëñÑïöíçóöñ¿á £íçÜÑí – ïí½▲ñ ÑÜïöÜäÖ▲ñ îñÖ▲.
ゑ▲ñ£Ñ Öí ÑÜ½ äÜ £í　ç¡ñ. 

【かし. 8-922-50-36-315
ばぞごとんずぽぞぼぎ どだゑんづぼ: 

• だô¡ó ぢíÖ¡Üçí, Ñ¿　 çÜïïöíÖÜç¿ñÖó　 £ëñÖó　 – 6000 ë. 
• ゐí¿á£í½ ぢíÖ¡Üçí – 450 ë.
• が▲êíöñ¿áÖ▲ú öëñÖí¢ñë «でí½Ü£Ñëíç»
• とíëöóÖí – «ÜßÜÇëñçíöñ¿á»
• づÜ¿ó¡Üç▲ú ½íïïí¢ñë «づñ¿í¡ï öÜÖ» – ½ÜàÖ▲ú, ÖíÑñ¢Ö▲ú,
äÜëöíöóçÖ▲ú (4 ÖíïíÑ¡ó) – 2600 ë.

でç-çÜ ヽ 305183220300021
ご½ñ0öï　 äëÜöóçÜäÜ¡í£íÖó　. ぞñÜßêÜÑó½í ¡ÜÖïÜ¿áöíîó　 ïäñîóí¿óïöí. 

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 [╄
╉╊

┿╋
┿

┳》′╇[╄ぁ╄╉] ]╉〈╉╈╊╉》〉╆ ╆ 
《》╉『』′╊〈【ゅ ‶〉]《╄〈′ゅ. 

《いとねかせけか いかつたしあてせそか. 
′あちあいそてせあみ たしあてあ おそつてそこせあみ.

 8-922-22-75-274
ç ëíßÜôóñ ÑÖó ï 10-00 ÑÜ 16-00 [╄

╉╊
┿╋

┿

〈[╄╀〉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
[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

╉〉‶╄-‶[¨╄╉〈
- 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

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

 《》′╇[╄ぁ╄╉』 〈╄ 》╄╅〉』【:
Ä¿ñ¡öëÜ½ÜÖöñëí äÜ ëñ½ÜÖöÜ ó Üßï¿Ü¢óçíÖó0 
~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　
(4 ëí£ë　Ñí, ÑÜäÜï¡ ~¿ñ¡öëÜßñ£ÜäíïÖÜïöó Öñ Öó¢ñ 3 ÇëÜää▲, 
£/ä Üö 17000 ëÜß.)
でöíÖÜôÖó¡í üóëÜ¡ÜÇÜ äëÜâó¿　 (Ü/ë, £/ä Üö 20000 ëÜß.)
ゐÜêÇí¿öñëí (Öí ÜôíïöÜ¡ ÜöÇëÜ£¡ó, £/ä Üö 15000 ëÜß.)
ばßÜëàóîÜ äëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ê äÜ½ñàñÖóú 
(£/ä 7500 ëÜß.)

╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10

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

〈っかっそけく けすょっかぇ おぇょさけゃ: 

8 (34369) 4-59-87,  8-904-98-87-725
e-mail: ok_brmz@km.ru

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

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

ï¿Ü¢ß▲ ¡íôñïöçí
げíÑíôó: 
• づí£ëíßÜö¡í ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç, çÖñÑëñÖóñ ó íÜÑóö でぜと 9001
げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 25 000 ëÜß¿ñú
ぢÜ¿Ö▲ú ïÜîóí¿áÖ▲ú äí¡ñö
づíßÜöí ç äÜïñ¿¡ñ ぜÜÖñöÖ▲ú
づñ£0½ñ äëóï▲¿íöá äÜ íÑëñïÜ: sealik_oup@mail.ru

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

ダ┏┄┃┎┏┇┞┑┇┝ 
┑┏┄─┒┄┑┐┞ 
╅【‒╇╄[』╉》
┆┌〞┌┇┄ "1ヅ" 

┍┎┚┑ ┍─┞┆〞┑┄┊┄┌
8-912-24-70-005
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ÎÎÎ "Óðàë – Ôåððóì"

ぢëóÇ¿íüíñ½: 
 ½ñÖñÑ¢ñëí
 Öíôí¿áÖó¡í ÜöÑñ¿í äëÜÑí¢

〈さっぉけゃぇくうは: 
いくぇくうっ おけきこぬのすっさぇ, すったくうつっしおけっ けぉさぇいけゃぇくうっ, 

おけききせくうおぇぉっかぬくけしすぬ, こけさはょけつくけしすぬ 

え. ╆かちかくそうつさけこ
づñ£0½ñ Üöäëíçóöá Öí íÑëñï ~¿. äÜôö▲: URF@URF.RU

でíúö: WWW.URF.RU, öñ¿. + 7-912-24-95-233 , +7 (34369) 4-80-94
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• ゾ┑┃┄┊┍┖┌┚┄ 
┏〞─┍┑┚
• ポ┊┄┉┑┏┇┉〞
• ヅ〞┌┑┄└┌┇┉〞
• ザ〞┓┄┊┛
8-902-87-74-780

(ヴ┋┇┑┏┇┈)
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ぢëóÇ¿íüíñ½: 
 ½ñÖñÑ¢ñëí
 Öíôí¿áÖó¡í 
ÜöÑñ¿í äëÜÑí¢

づñ£0½ñ Üöäëíçóöá 
Öí íÑëñï ~¿. äÜôö▲: 
URF@URF.RU

 + 7-912-24-95-233 
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┿



〉』[╄╃╇〈╄╊を ╂┿╆╄〈｠:
ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
╇╆╃┿〈╄╊を: ╀っさっいけゃしおけっ ╋┿〉 
“[っょぇおちうは ゅぇいっすに “╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ”.

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66003. 〈うさぇあ 2935 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

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

19 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは

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

]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

•ぴぎぜぎぞど  
•でぎどとん ¡¿íÑÜôÖí　      
•だゎづんぐがぎぞごぎ «ぎÇÜ£í» 
•ゎゑだげがご   •でとだゐぼ  •ぷごぱぎづ
•ぱんぞぎづん   •ゎごぢでだとんづどだぞ    
•とぎづんぜげごど   •ぢぎでだと ëñôÖÜú  
•ぢぎぞだぢずんでど
•どゑごぞゐずだと 
•でばびごぎ でぜぎでご
•だどでぎゑ, べぎゐぎぞぽ  
•ずごでど ÜîóÖ¡ÜçíÖÖ▲ú
•ぢごずだぜんどぎづごんず ½3 - 4900 ë.
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Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, êîâàíûå èç?åëèÿ
き-く "╉うさけゃしおうえ", せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

8-919-36-40-690
[╄╉╊┿╋┿

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

14
00
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ぎ
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ん
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ん

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681

づ
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[╄╉╊┿╋┿

Д?LB B <GMDBД?LB B <GMDBД?LB B <GMDB

Ñåãîäíÿ 30 ëåò ñåìüå ïðåêðàñíîé!
Ñóïðóãè, ñ þáèëååì, ÿðêèõ äíåé!

Ïîëíû ó âàñ ñåðäöà òåïëà è ëàñêè,
Ëþáîâü ñ ãîäàìè ñòàëà ëèøü íåæíåé,

Ïóñêàé òàêèì æå èñêðåííèì è êðåïêèì
Ñîþç âàø îñòàåòñÿ, êàê ñåé÷àñ!

Äîñòàòêà âàì, äîáðà è æèçíè ñâåòëîé!
Óäà÷è! Ñ ãîäîâùèíîé ñâàäüáû âàñ!

]けしすけうすしは さぇしこさけょぇあぇ 
あっくしおけゅけ こぇかぬすけ うい 

こかぇとっゃにた すおぇくっえ こけ ちっくっ 
3500 させぉかっえ, ぇ すぇおあっ 

こさけょぇあぇ くけゃけえ おけかかっおうちうう 
"╁っしくぇ-2011".  ╊のぉけっ こぇかぬすけ 

いぇ 4000 させぉかっえ. 
[ぇいきっさに し 42 こけ 72.

"╁っしくぇ-2011".  ╊のぉけっ こぇかぬすけ "╁っしくぇ-2011".  ╊のぉけっ こぇかぬすけ 

22 そっゃさぇかは ゃ ╃╉ "]けゃさっきっくくうお"
こ. ′けゃけぉっさっいけゃしおうえ し 9-00 ょけ 18-00
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ヂ┎┇┄┐─│┋┟┅┌ ┑ ┞━┈┋┅┅┌ 
┋┞━┈┌┓┞ ┆┅┍┓, ┒┅┙┓, ┌─┌┓, ━─━┓┘┊┓
ジ┎┑┒┈┍┓ ゼ─┐┈┞ ヂ─│┋┎│┍┓!

ゼ┓┆, ┄┎┗┅┐┈, ┇┟┒├, ┑│─┒┎│├┟, │┍┓┊┈ ┈ ┏┐─│┍┓┗┊─

Â þáèëåé – áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, 
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüÿ, 
×òîáû áûë óþòíûì äîì
È öâåëè óëûáêè â íåì!
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,
È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè,
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,
Ïóñòü íå ãàñíåò â ñåðäöå ñâåò!

‶けいょさぇゃかはっき し のぉうかっっき
くぇてせ かのぉうきせの きぇきせ う ぉぇぉせておせ

Г:ABAH<M 
Ф:GBKM МBGGBO:GH<GM!

╁ ねすけす ょっくぬ あっかぇっき 〈っぉっ しつぇしすぬは, 
┿ ゃ あういくう – ょけかゅうた-ょけかゅうた かっす.

‶せしすぬ くっ ぉせょっす せ すっぉは くっくぇしすぬは,
〈けかぬおけ さぇょけしすぬ, すけかぬおけ しけかくちぇ しゃっす!

] こけあっかぇくうはきう: ょけつぬ, いはすぬ, しにく, ゃくせおう ┿かうくぇ う ╃ぇくううか

Ïîçäðàâëÿåì íàøó äîðîãóþ è ëþáèìóþ 
Âàñèëüåâó Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó ñ þáèëååì!

Ìóæ Äåòè è âíóêè

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ, ìîÿ äîðîãàÿ!

Òû ìîé ñàìûé ðîäíîé ÷åëîâåê.

Ïîçäðàâëÿþ òåáÿ è æåëàþ,

×òîáû äëèëàñü ëþáîâü öåëûé âåê.

×òîá õîòü â çíîé, õîòü â êîâàðíóþ ñòóæó,

Äíåì è íî÷üþ, âåñíîé è çèìîé

Òû ëþáèëà è ïîìíèëà ìóæà,

Íó à ìóæ áóäåò âå÷íî ñ òîáîé.

Ïîíèìàíèÿ, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ òåáå.

Òû – ìîÿ äîðîãàÿ æåíà.

È âñåãäà áóäó ÿ áëàãîäàðåí ñóäüáå,

×òî ñâåëà íàñ ñ òîáîþ îíà.

ヂ┎┇┄┐─│┋┟┅┌ ┑ ┞━┈┋┅┅┌ 

Äåòè è âíóêè

Ìàìî÷êà íàøà ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ, 

Áàáóøêà ñëàâíàÿ, íåçàìåíèìàÿ, 

Ñ äíåì ðîæäåíüÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿåì, 

Âñÿêèõ áëàã â òâîåé æèçíè æåëàåì: 

×òîáû òû íèêîãäà íå áîëåëà, 

×òîáû òû íèêîãäà íå ñòàðåëà, 

×òîáû âå÷íî áûëà òû äëÿ íàñ ìîëîäîé, 

Âåñåëîé è äîáðîé, è íóæíîé òàêîé! 

Öåëóåì ìû äîáðûå, ñëàâíûå ðóêè, 

Ñ ëþáîâüþ ê òåáå - òâîè äåòè è âíóêè!

Ìû 

îòêðûëèñü!
｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû
｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196

づぎとずんぜん

ПHA>J:<EY?F DJ?IDMX K?FVX 
С?J=?Y В:E?GLBGH<BQ: B 
ИJBGM КHGKL:GLBGH<GM ОJ?OH<UO 
K @?FQM@GHC K<:>V;HC!


