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‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ

]さっょぇ, 23 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 -13-15, くけつぬの -22-24
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 755 きき さす.しす.

』っすゃっさゅ, 24 そっゃさぇかは
ぅしくけ, 

ょくひき -13-15, くけつぬの -19-21
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 5 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 761 きき さす.しす.

‶はすくうちぇ, 25 そっゃさぇかは
╋ぇかけけぉかぇつくけ, 

ょくひき -13-15, くけつぬの -19-21
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 5 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 760 きき さす.しす.

]せぉぉけすぇ, 26 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 -11-13, くけつぬの -19-21
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 754 きき さす.しす.
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23 そっゃさぇかは うい ╃くは いぇとうすくうおぇ ¨すっつっしすゃぇ こさっゃさぇすうかしは ゃ 
きせあしおけえ こさぇいょくうお. ′け, くっしきけすさは くぇ うしすけさうつっしおせの けすくっしひく-
くけしすぬ ねすけえ ょぇすに お  ╉さぇしくけえ ┿さきうう, こけいょさぇゃかはすぬ こさうくはすけ 
ゃしった きせあつうく ゃ ゃけいさぇしすっ けす こはすう かっす. ′け おぇあょにえ かう きけあっす 
くぇいゃぇすぬ しっぉは ╆ぇとうすくうおけき ¨すっつっしすゃぇ? ╉けきせ, おぇお くう あっくとう-
くぇき, いくぇすぬ けすゃっす くぇ ねすけす ゃけこさけし.

〉[¨╉ ╋〉╅╄]〈╁┿
╁ きうくせゃてせの こはすくうちせ ゃ こはすけえ ゅうきくぇいうう ゃ こさっょょゃっさうう ╃くは いぇとうす-

くうおぇ ¨すっつっしすゃぇ こさけてひか せさけお こぇすさうけすうつっしおけゅけ ゃけしこうすぇくうは. ╀っしっょぇ 
きっあょせ せつっくうおぇきう ょゃせた ょっゃはすにた おかぇししけゃ う しけすさせょくうおぇきう けすょっかぇ ゃくっ-
ゃっょけきしすゃっくくけえ けたさぇくに こけかせつうかぇしぬ うくすっさっしくけえ. ¨しけぉっくくけしすう さぇぉけすに 
ゃ ¨╁¨ くっ こさうてかけしぬ けぉなはしくはすぬ くぇ こぇかぬちぇた, う ぉさけくっあうかっす こけきっさうかう, う 
おぇしおせ, う けさせあうっ こけしきけすさっかう, う ょぇあっ いぇおけく け こけかうちうう けぉしせょうかう. 

Ñ 23 ÔÅÂÐÀËß, ÁÅÐÅÇÎÂ×ÀÍÅ!

╅╄′】╇′｠ ¨ ╋〉╅』╇′┿》 

МОЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА – ЭТО…
╋ぇさうは ╋┿╋┿╄╁┿:
– …つっしすくにえ う こさうくちうこうぇかぬくにえ, 

すけす, おすけ しすさけゅけ しかっょせっす しかけゃぇき こさう-
しはゅう. ]つうすぇの, つすけ 23 そっゃさぇかは – ねすけ 
こさぇいょくうお すった, おすけ けすしかせあうか ゃ ぇさ-
きうう, こけねすけきせ こけいょさぇゃかはすぬ くせあくけ 
すけかぬおけ ゃけっくくにた. ┿ すぇおうっ かのょう, おぇお 
こさぇゃうかけ, けつっくぬ しうかぬくにっ う しけゃっしす-
かうゃにっ, せきっのす ょっさあぇすぬ しゃけひ しかけゃけ 
う せゃぇあぇのす あっくとうく. ¨ょくうき しかけゃけき, 
くぇしすけはとうっ きせあつうくに!

┿くぇしすぇしうは ‶¨╂╊┿╆¨╁┿:
– …きうかにえ, せきくにえ, けぉとう-

すっかぬくにえ, かのぉけこにすくにえ, うく-
すっさっしくにえ う, おぇお くぇしすけはとうえ 
いぇとうすくうお, けく しうかぬくにえ, し 
こさっししけき. 〈ぇおうっ ゃしすさっつぇ-
のすしは しさっょう しけゃさっきっくくにた 
こぇさくっえ, う きけえ しけぉしすゃっくくにえ 
いぇとうすくうお ¨すっつっしすゃぇ しけけす-
ゃっすしすゃせっす ゃしっき ねすうき すさっぉけ-
ゃぇくうはき.

╄かっくぇ 
]╉╁¨[『¨╁┿: 
– … かのぉはとうえ う 

ゃっさくにえ. ′ぇしすけはとうえ 
こさうきっさ いぇとうすくうおぇ – 
きけえ きせあ, し おけすけさにき 
きくっ こけゃっいかけ. ¨く ちっ-
くうす しっきぬの う ょっすっえ, 
くうおけゅょぇ くっ けぉうあぇ-
っす ぉかういおうた かのょっえ. 
╇きっくくけ すぇおうき ょけか-
あっく ぉにすぬ くぇしすけはとうえ 
きせあつうくぇ.

〈ぇすぬはくぇ ╋┿╉┿[¨╁┿: 
– …せゃっさっくくにえ ゃ しっぉっ, かのぉはとうえ う 

すっさこっかうゃにえ うくけこかぇくっすはくうく. ╁っょぬ 
ゃしっ きせあつうくに – くっいっきくにっ しせとっしすゃぇ, 
けしけぉっくくけ ゃ しさぇゃくっくうう し あっくとうくぇ-
きう. ¨くう けつっくぬ しうかぬくにっ, くけ おけゅょぇ せ 
くうた すっきこっさぇすせさぇ 37,2, しすぇくけゃはすしは 
しぇきにきう くっしつぇしすくにきう ぉっょくはあおぇきう, 
こけしすけはくくけ つすけ-すけ いぇぉにゃぇのす, おさういうし 
しさっょくっゅけ ゃけいさぇしすぇ けくう こっさっあうゃぇのす 
くぇ きけすけちうおかっ ゃ おけきこぇくうう きけかけょにた 
ょっゃせてっお. ′け, くっしきけすさは くぇ ゃしっ ねすう 
しすさぇくくけしすう, けくう おかぇししくにっ, こけすけきせ 
つすけ すけかぬおけ きせあつうくに ょっかぇのす くぇし 
しぇきにきう しつぇしすかうゃにきう!

╊のぉけゃぬ 
]╊｠【¨╁┿: 
–  …ゃにくけしかうゃにえ う 

しこけしけぉくにえ くぇ こけょ-
ゃうゅ きせあつうくぇ. 』すけぉに 
ぉにすぬ くぇしすけはとうき いぇ-
とうすくうおけき, けく ょけか-
あっく せきっすぬ こさっけょけかっ-
ゃぇすぬ ゃしっ すさせょくけしすう う 
けおぇいにゃぇすぬ こけきけとぬ ゃ 
こっさゃせの きうくせすせ. ╄しかう 
せゃうょうす こけあぇさ – しさぇいせ ぉさけしうすぬしは くぇ こけきけとぬ, 
ゃしすぇゃぇすぬ くぇ いぇとうすせ くっ すけかぬおけ [けょうくに, くけ う 
ゃしった, おすけ くぇたけょうすしは さはょけき. ╆ぇとうすくうお ょけか-
あっく こけょょっさあうゃぇすぬ しっぉは ゃ そけさきっ, ぉにすぬ, おぇお 
しけかょぇす, し ゃにこさぇゃおけえ, こけょすはくせすにき, しかっょうすぬ 
いぇ ゃくってくけしすぬの.

¨こさけし こさけゃっかぇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
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』かっくに こけしすけはくくけえ おけきうししうう こけ しけ-
ちうぇかぬくけえ こけかうすうおっ ╃せきに ╀╂¨ けぉしせ-
ょうかう ゃ そっゃさぇかっ うくそけさきぇちうの  け しけ-
しすけはくうう いぇおけくくけしすう う こさぇゃけこけさはょおぇ, 
ぉけさぬぉっ し こさっしすせこくけしすぬの ゃ けおさせゅっ, 
こさっょしすぇゃかっくくせの ょっこせすぇすぇき こさけおせさぇ-
すせさけえ ゅけさけょぇ.

′ぇ すっささうすけさうう ╀╂¨ すけかぬおけ ゃ 2010-き ぉにかけ 
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, つすけ 
くぇ つっすゃっさすぬ きっくぬてっ こけおぇいぇすっかは こさっょにょせ-
とっゅけ ゅけょぇ. ‶さう けぉとっき しくうあっくうう おけかうつっしすゃぇ 
こさっしすせこかっくうえ, ゃ すけき つうしかっ せぉうえしすゃ, そぇおすけゃ 
こさうつうくっくうは すはあおけゅけ ゃさっょぇ いょけさけゃぬの, こけ-
ゃかっおてうた しきっさすぬ, ゅさぇぉっあっえ, おさぇあ, さぇしすひす 
つうしかけ こさぇゃけくぇさせてっくうえ, しけゃっさてぇっきにた くっしけ-
ゃっさてっくくけかっすくうきう, たうとっくうえ ぇゃすけすさぇくしこけさ-
すぇ, くっいぇおけくくにえ けぉけさけす くぇさおけすうおけゃ.

╁ 2010 ゅけょせ こさけおせさぇすせさけえ ゅけさけょぇ ぉにかけ 
ゃにはゃかっくけ 343 くぇさせてっくうは いぇおけくくけしすう. ′ぇ 
すっささうすけさうう けおさせゅぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 72 
しけけぉとっくうは け こさっしすせこかっくうはた ゃ しそっさっ くっいぇ-
おけくくけゅけ けぉけさけすぇ くぇさおけすうおけゃ. ‶け くうき ゃけい-
ぉせあょっくに せゅけかけゃくにっ ょっかぇ. ╁けいぉせあょっくけ ょっ-
ゃはすぬ ょっか う こけ そぇおすぇき けぉけさけすぇ いぇこさっとひくくにた 
おせさうすっかぬくにた しきっしっえ. ╆ぇさっゅうしすさうさけゃぇくに 24 
しけけぉとっくうは け  おけささせこちうけくくけえ ょっはすっかぬくけしすう, 
こけ 14 うい くうた ゃけいぉせあょっくに せゅけかけゃくにっ ょっかぇ.

╁ ちっかけき くぇ こっさゃけっ はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ こけ 
さっいせかぬすぇすぇき こさけゃっさけお ゃにはゃかっくけ 1068 くぇ-
させてっくうえ そっょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, 
ゃにくっしっく 471 ぇおす こさけおせさけさしおけゅけ さっぇゅうさけゃぇ-
くうは: けぉなはゃかっくけ 93 こさっょけしすっさっあっくうは, ゃに-
くっしっくけ 42 こさけすっしすぇ, ゃ しせょ くぇこさぇゃかっくけ 80 
うしおけゃにた いぇはゃかっくうえ. ‶け ゃくっしひくくにき こさっょ-
しすぇゃかっくうはき 170 ょけかあくけしすくにた かうち こさうゃかっ-
つっくに お ょうしちうこかうくぇさくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう, 
117 くぇおぇいぇくに ゃ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こけさはょ-
おっ, ゃけいぉせあょっくけ 11 せゅけかけゃくにた ょっか. 

‶さけおせさぇすせさぇ こさけゃけょうす きけくうすけさうくゅ しう-
すせぇちうう くぇ さにくおっ すさせょぇ. ╁ ╀╂¨ くっす こさっょ-
こさうはすうえ し いぇょけかあっくくけしすぬの こけ いぇさぇぉけすくけえ 
こかぇすっ, けょくぇおけ しせとっしすゃせっす かぇすっくすくぇは いぇ-
ょけかあっくくけしすぬ こけ くっえ. 〈ぇお, ゃ たけょっ こさけおせさけさ-
しおけえ こさけゃっさおう ╆┿¨ «╀╋╆» ぉにかう ゃにはゃかっくに 
くぇさせてっくうは すさせょけゃけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ 
こけ ゃにこかぇすっ ょっくっゅ さぇぉけすくうおぇき. ╃うさっおすけさ 
╀╋╆ こさうゃかっつひく お ぇょきうくうしすさぇすうゃくけえ けす-
ゃっすしすゃっくくけしすう, こけ さっいせかぬすぇすぇき こさけゃっさおう 
いぇょけかあっくくけしすぬ こけ いぇさこかぇすっ ぉにかぇ こけゅぇ-
てっくぇ. 〈ぇおぇは いぇょけかあっくくけしすぬ しけたさぇくはっすしは 
くぇ こさっょこさうはすうはた, くぇたけょはとうたしは くぇ しすぇょうう 
ぉぇくおさけすしすゃぇ. ╉けくおせさしくにっ せこさぇゃかはのとうっ 
さっゅせかはさくけ けすつうすにゃぇのすしは こっさっょ こさけおせさけ-
さけき け こさけょっかぇくくけえ さぇぉけすっ.

‶けしすけはくくにきう しすぇかう こさけゃっさおう うしこけかくっ-
くうは いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ ╅╉》 けさゅぇ-
くぇきう きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは う こけかせ-
つぇすっかはきう ぉのょあっすくにた しさっょしすゃ. ╁にはゃかっくけ 
24 くぇさせてっくうは こけ しくぇぉあっくうの ゅけさけあぇく 
すっこかけき う ねくっさゅけさっしせさしぇきう, ゃ さっいせかぬすぇすっ 
12 ょけかあくけしすくにた かうち こさうゃかっつっくに お ょうし-
ちうこかうくぇさくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう, けぉなはゃかっくけ 
21 こさっょけしすっさっあっくうっ. ¨ぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ 
せつさっあょっくうは ゅさってぇす くぇさせてっくうっき しすぇすぬう 38 
╀のょあっすくけゅけ おけょっおしぇ 《╆ «¨ ぉせたゅぇかすっさしおけき 
せつひすっ», すさっぉせのとっえ ちっかっゃけゅけ うしこけかぬいけゃぇ-
くうは ぉのょあっすくにた しさっょしすゃ, おぇつっしすゃっくくけゅけ, 
しゃけっゃさっきっくくけゅけ けそけさきかっくうは こっさゃうつくにた 
ぉせたゅぇかすっさしおうた ょけおせきっくすけゃ. 

╁ たけょっ こさけゃっさおう けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは 
ょっすっえ ゃ ╋╃¨〉 せしすぇくけゃかっくけ: ╇‶ ╋けおうく ╄.╁. 
けおぇいにゃぇか せしかせゅう ゃ 22 しぇょうおぇた. ╆ぇそうおしうさけ-
ゃぇくに そぇおすに くっくぇょかっあぇとっゅけ うしこけかくっくうは 
けぉはいぇすっかぬしすゃ きせくうちうこぇかぬくけゅけ おけくすさぇおすぇ. 
¨ょくぇおけ しけ しすけさけくに いぇおぇいつうおけゃ おぇおうた-かう-
ぉけ きっさ こけ せしすさぇくっくうの くっせしすけえおう いぇ くっうし-
こけかくっくうっ せしかけゃうえ おけくすさぇおすぇ くっ こさうくはすけ. 
┿ ぉっいょっえしすゃうっ きけあっす こさうゃっしすう お おけさ-
させこちうけくくにき こさけはゃかっくうはき. ‶けねすけきせ こさけ-
おせさぇすせさぇ ゃくっしかぇ こさっょしすぇゃかっくうっ ゃ ぇょさっし 
くぇつぇかぬくうおぇ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは けぉ 
せしすさぇくっくうう ゃにはゃかっくくにた くぇさせてっくうえ いぇ-
おけくけょぇすっかぬしすゃぇ こけ さぇいきっとっくうの いぇおぇいけゃ 
ょかは きせくうちうこぇかぬくにた くせあょ. ╁ うすけゅっ ょっしはすぬ 
ょけかあくけしすくにた かうち こさうゃかっつっくに お ょうしちう-
こかうくぇさくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう.

‶さけおせさけさ ゅけさけょぇ こさっょかけあうか ょっこせすぇすぇき 
こさうくはすぬ きっさに こけ さぇちうけくぇかぬくけきせ う ねそそっお-
すうゃくけきせ さぇしたけょけゃぇくうの しさっょしすゃ きっしすくけゅけ 
ぉのょあっすぇ し ちっかぬの しくうあっくうは くぇこさはあひく-
くけしすう ゃ けぉとっしすゃっ, こさけゃけょうすぬ さぇぉけすせ こけ 
ゃにはゃかっくうの おけささせこちうけくくにた こさけはゃかっくうえ ゃ 
けさゅぇくぇた きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは ╀╂¨ う 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう.   

‶けょゅけすけゃうかぇ ╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╃〉╋]╉¨╄ ╃╄╊¨

24 そっゃさぇかは ゃ ╉うくけおかせぉっ しきけすさうき そうかぬき ‶ぇゃかぇ ╀ぇさょうくぇ «╂けこ-しすけこ». 
ぁすけ きせいにおぇかぬくぇは おけきっょうは け «こさけしすけき ゅけこくうおっ» ╁ぇしっ, しすぇゃてっき きっしすくにき [けぉうく ╂せょけき.
╋ぇしてすぇぉくけっ ねこうつっしおけっ こけかけすくけ けす けょくけゅけ うい しぇきにた はさおうた きけかけょにた さっあうししひさけゃ – ‶ぇゃかぇ 

╀ぇさょうくぇ – けぉさっかけ しすぇすせし  こけかせいぇこさっとひくくけゅけ, ねすけ しおぇいにゃぇっすしは くぇ うくすっさっしっ いさうすっかっえ う 
こさけおぇすつうおけゃ. ╇しすけさうは しけゃさっきっくくけえ [けししうう, くぇしにとっくくぇは けすしにかぇきう お させししおけきせ そけかぬおかけさせ. 
ぅさおけっ う しすうかぬくけっ おうくけ くけゃけえ しすぇさけえ [けししうう.

′ぇつぇかけ ゃ 19.00, ゃたけょ しゃけぉけょくにえ.

╉╇′¨╉╊〉╀

]‶┿]╇╀¨ ╆┿ [┿╀¨〈〉!
╁ わ14 けす 12 そっゃさぇかは ねすけゅけ ゅけょぇ きに こう-

しぇかう けぉ けつっさっょくけき しかせつぇっ, おけゅょぇ けす たけかけょぇ 
ゃ おゃぇさすうさっ しすさぇょぇのす こっくしうけくっさに. ╁ ょぇくくけき 
しかせつぇっ, しすけはお くっ ゅさっか ゃ けょくけき うい こけょなっい-
ょけゃ ょけきぇ わ8 くぇ せかうちっ ┿お. ╉けさけかひゃぇ ゃ ′け-
ゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ. ‶っくしうけくっさおぇ 
′ぇょっあょぇ ]っさゅっっゃくぇ, くぇこうしぇゃ いぇはゃかっくうっ ゃ 
¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» ゃ きぇっ こさけてかけゅけ ゅけょぇ, 
あょぇかぇ, おけゅょぇ あっ おけききせくぇかぬとうおう こさうきせす 
きっさに, ぇあ ょけ… そっゃさぇかは くにくってくっゅけ. ]すけはお 
いぇきっくうかう くっょっかの くぇいぇょ. ¨ょくけゃさっきっくくけ 
ぉにか しきけくすうさけゃぇく う くけゃにえ さぇょうぇすけさ けすけ-
こかっくうは. ╁ おけきくぇすっ ′ぇょっあょに ]っさゅっっゃくに 
しすぇかけ すっこかけ. ¨くぇ う っひ しっしすさぇ うしおさっくくっ 
ぉかぇゅけょぇさくに いぇ さぇぉけすせ しかっしぇさはき あうかうとくけ-
おけききせくぇかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, ぇ ゃけす させおけゃけょうすっ-
かはき-おけききせくぇかぬとうおぇき ゅけゃけさはす «しこぇしうぉけ» ゃ 
こっさっくけしくけき しきにしかっ: ゃしっゅけ-すけ ゅけょ こさうてかけしぬ 
あょぇすぬ ゃにこけかくっくうは くせあくけえ さぇぉけすに.

╁¨╆╁[┿】┿ぅ]を ╉ 〈╄╋╄ぃ╀╇╊╄╈
‶けいょさぇゃかはっき しすぇさっえてっゅけ ぇゃすけさぇ 

«╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ»  
╉┿╋¨[′╇╉¨╁┿   

′╇╉¨╊┿ぅ ‶¨╊╇╉┿[‶¨╁╇』┿ 
し のぉうかっっき!

╆ょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう こけぉけさくうおけゃ
╄とひ こけうしおぇすぬ くぇき すぇおうた, 
おぇお ╉ぇきけさくうおけゃ.
¨す きくけゅうた きに しかにてうき: 
«‶かっしくう!  ′ぇかうゃぇえ!» –
′ぇ すさけこに こさうさけょに いけゃひす ′うおけかぇえ…
╅せさつぇす っゅけ ょくう しかけゃくけ 
さっお こっさっおぇすに,
‶さっおさぇしくけ, 
つすけ っしすぬ しさっょう くぇし ‶けかうおぇさこにつ.
╇ かのょはき すぇおうき, 
は ょぇゃくっくぬおけ いぇきっすうか, 
╀けゅ しうかに ょぇひす 
お ょけしすうあっくぬの しすけかっすぬは. 

╇╁┿′ ╋┿╊┿》╄╄╁

′ぇぉけさ おぇくょうょぇすけゃ くぇ けぉせつっくうっ ゃ ゃけ-
っくくけ-くぇせつくにた ちっくすさぇた きうくうしすっさしすゃぇ 
けぉけさけくに けぉなはゃかっく ゃけっくくにき おけきうししぇさう-
ぇすけき ╀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. 

[っゅうしすさぇちうは ぉせょっす ゃっしすうしぬ ょけ こっさゃけ-
ゅけ きぇは, いぇすっき しけしすけうすしは けすこさぇゃおぇ お きっしすせ 
せつひぉに (ゃけっくくけ-くぇせつくにっ ちっくすさに さぇしこけかけあっ-
くに ゃ さぇいくにた ゅけさけょぇた くぇてっえ しすさぇくに, ゃ すけき 
つうしかっ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ, [はいぇくう, ╋けしおゃっ, 
[けしすけゃっ-くぇ-╃けくせ). ╁ おぇつっしすゃっ おぇくょうょぇすけゃ 
さぇししきぇすさうゃぇのすしは きけかけょにっ かのょう, うきっの-
とうっ しさっょくっっ (こけかくけっ) けぉとっっ うかう くぇつぇかぬ-
くけっ こさけそっししうけくぇかぬくけっ けぉさぇいけゃぇくうっ. ‶さう-
ひき けしせとっしすゃかはっすしは くぇ おけくおせさしくけえ けしくけゃっ 

うしたけょは うい さっいせかぬすぇすけゃ ╄╂ぁ こけ けしくけゃくにき 
けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさっょきっすぇき, すぇおあっ 
こさけゃけょうすしは けすぉけさ おぇくょうょぇすけゃ こけ そういうつっ-
しおけえ こけょゅけすけゃかっくくけしすう う こさけそっししうけくぇかぬ-
くけ-こしうたけかけゅうつっしおうき おぇつっしすゃぇき.

╉せさしぇくすに, はゃかはのとうっしは ゃけっくくけしかせあぇとう-
きう, うきっのす ゃしっ こさぇゃぇ う かぬゅけすに, けこさっょっかひく-
くにっ いぇおけくけき «¨ しすぇすせしっ ゃけっくくけしかせあぇとうた», 
こけ ゃしっき ゃうょぇき ょけゃけかぬしすゃうは くぇたけょはすしは くぇ 
こけかくけき ゅけしせょぇさしすゃっくくけき けぉっしこっつっくうう. ╁ 
こっさうけょ けぉせつっくうは っあっきっしはつくけ ゃにこかぇつうゃぇ-
っすしは ょっくっあくにえ けおかぇょ し せつひすけき しさけおぇ しかせあ-
ぉに (せつひぉに), ゃけうくしおけゅけ いゃぇくうは う いぇくうきぇ-
っきけえ ょけかあくけしすう ょけ ゃけしぬきう すにしはつ させぉかっえ. 

╁にこかぇつうゃぇっすしは ╄╃╁ (っあっきっしはつくぇは ょっくっあ-
くぇは ゃにこかぇすぇ), けょうく さぇい ゃ ゅけょ おせさしぇくすに けぉっ-
しこっつうゃぇのすしは ╁‶╃ (ゃけうくしおうき こっさっゃけいけつくにき 
ょけおせきっくすけき) お きっしすせ こさけゃっょっくうは けすこせしおぇ う 
けぉさぇすくけ.

[ぇいきっとっくうっ こけしすせこぇのとうた こさけういゃけょうすしは 
ゃ あうかうとくけ-おぇいぇさきっくくけき そけくょっ, おぇくょう-
ょぇすに けぉっしこっつうゃぇのすしは すさひたさぇいけゃにき こうすぇ-
くうっき, ぉぇくくけ-こさぇつっつくにき けぉしかせあうゃぇくうっき. 
‶け けおけくつぇくうう けぉせつっくうは けくう きけゅせす ぉにすぬ 
さぇしこさっょっかっくに ょかは こさけたけあょっくうは ゃけっくくけえ 
しかせあぉに こけ しこっちうぇかぬくけしすはき ゃ しけっょうくっくうは 
う ゃけうくしおうっ つぇしすう ╋うくうしすっさしすゃぇ けぉけさけくに. 
]さけお けぉせつっくうは ょゃぇ ゅけょぇ ょっしはすぬ きっしはちっゃ.

ÂÎÅÍÍÛÅ ÏÐÈÇÛÂÀÞÒ ÁÅÐÅÇÎÂ×ÀÍ… Ó×ÈÒÜÑß
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

]╊〉╅╀┿

┧┩┴┲┭ ┸┴┤┱┺┬┬ – ┱┤┼ ┧┩┴┲┭
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╇きは ′うおけかぇは ╋ぇおしうきけゃうつぇ ╁ぇしっくうくぇ ういゃっしすくけ ゃしっき ぉっさっいけゃ-

つぇくぇき: けく せつぇしすくうお ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ, ぇ っとひ – おぇゃぇかっさ 
けさょっくぇ ‶けつひすくけゅけ かっゅうけくぇ, はゃかはのとっゅけしは ゃにしてっえ くぇゅさぇょけえ 
《さぇくちうう. ╉ぇお あうゃひすしは しっゅけょくは つっかけゃっおせ しすけかぬ くっいぇせさはょくけえ 
しせょぬぉに? ╃ぇ くっかっゅおけ, おぇお ゃしっき っゅけ さけゃっしくうおぇき. ‶けすけきせ ゃいはかけ 
てっそしすゃけ くぇょ しけかょぇすけき ╁すけさけえ きうさけゃけえ ゃけえくに すせさぇゅっくすしすゃけ 
«Aurum». ¨くけ こけきけゅかけ こけきっくはすぬ けおくぇ ゃ おゃぇさすうさっ ′うおけかぇは ╋ぇお-
しうきけゃうつぇ, けこかぇすうかけ かっつっくうっ. ′っ いぇぉにゃぇのす ′. ╁ぇしっくうくぇ さっぉはすぇ 
うい ̈ 〉 わ7: かうちっうしすに しけぉさぇかう しっさぬひいくにえ きぇすっさうぇか け あういくう しゃけ-
っゅけ いっきかはおぇ, ゃにこせしすうかう ょうしお.

【╄《]〈╁¨

¨〈╃┿┱╋ ╃¨╊╂╇
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
22 くけゃけしひかぇ いぇしっかはのすしは ゃ ねすう ょくう ゃ くけゃにえ ょけき くぇ せかうちっ ╅け-

かけぉけゃぇ, 1, つすけ ゃ 【うかけゃおっ. ]さっょう しつぇしすかうゃつうおけゃ – しっきっさけ ゃっすっ-
さぇくけゃ ぉけっゃにた ょっえしすゃうえ, けょくぇ しっきぬは こけゅうぉてっゅけ ゃ ゅけさはつっえ すけつおっ 
う すさう ゃょけゃに せつぇしすくうおけゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに.

╁ けつっさっょう くぇ こけかせつっくうっ あうかぬは, おぇお しけけぉとうかう くぇき ゃ ぇょきうくう-
しすさぇちうう ╀╂¨, しすけはす っとひ ゃけしっきぬ しすぇさにた しけかょぇす. ╁ けしくけゃくけき せつぇしす-
くうおう ╁¨╁ くぇきっさっくに こけかせつうすぬ っょうくけゃさっきっくくけっ ょっくっあくけっ こけしけ-
ぉうっ, つすけぉに しぇきけしすけはすっかぬくけ さってうすぬ しゃけう あうかうとくにっ こさけぉかっきに.

′¨╁¨]┱╊｠ ╆╃¨[¨╁を╄

‶╄[╄【╊╇ ぁ‶╇╃‶¨[¨╂
′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 
╀っさひいけゃしおけゅけ そうかうぇかぇ ちっくすさぇ ゅうゅうっくに う ねこうょっきうけかけゅうう 
] 7 こけ 13 そっゃさぇかは こけ けぉかぇしすう 

ぉにかけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 53972 
しかせつぇは いぇぉけかっゃぇくうは ゅさうここけき う 
¨[╁╇, ねこうょこけさけゅ こさっゃにてっく くぇ 
34,5%. ╋ぇししけゃけしすぬ いぇぉけかっゃぇ-
くうは ゃにいゃぇかぇ ゃけいさぇしすくぇは ゅさせここぇ 
15 かっす う しすぇさてっ, ょけかは おけすけさけえ 
ゃ しすさせおすせさっ いぇたゃけさぇゃてうた しけしすぇ-
ゃうかぇ 36,8%. 

′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 ねすけす あっ 
こっさうけょ  いぇそうおしうさけゃぇくけ 1217 
しかせつぇっゃ いぇぉけかっゃぇくうは ゅさうここけき 
う ¨[╁╇, こけおぇいぇすっかぬ しけしすぇゃうか 
181,7 くぇ ょっしはすぬ すにしはつ くぇしっかっ-
くうは, つすけ ゃにてっ ねこうょっきうけかけゅう-
つっしおけゅけ こけさけゅぇ  ゃ 2,6 さぇいぇ う くぇ 
11% ゃにてっ せさけゃくは こさっょにょせとっえ 
くっょっかう. ‶さっゃにてっくうっ ねこうょこけ-
さけゅけゃ けおぇいぇかけしぬ ゃけ ゃしった ゃけい-
さぇしすくにた ゅさせここぇた, くけ しっさぬひいくっっ 
ゃしっゅけ しうすせぇちうは しさっょう ょっすっえ ょけ 

てっしすう かっす (36,2%), けす 7-17 かっす 
(23,5%), ぇ すぇおあっ かうち  15 かっす う 
しすぇさてっ (44,2%).

╉ぇお せぉっさっつぬしは けす ねすけえ くぇ-
こぇしすう? ]せとっしすゃせっす きくけあっしすゃけ 
しこけしけぉけゃ くっしこっちうそうつっしおけえ 
こさけそうかぇおすうおう けしすさにた さっしこう-
さぇすけさくにた いぇぉけかっゃぇくうえ: ゃぇすくけ-
きぇさかっゃぇは こけゃはいおぇ, ぇしおけさぉうくけ-
ゃぇは おうしかけすぇ う こけかうゃうすぇきうくに, 
おけすけさにっ しこけしけぉしすゃせのす こけゃに-
てっくうの しけこさけすうゃかはっきけしすう けさ-
ゅぇくういきぇ. ′ぇうぉけかぬてっっ おけかうつっ-
しすゃけ ゃうすぇきうくぇ ] しけょっさあうすしは 
ゃ おゃぇてっくけえ おぇこせしすっ, おかのおゃっ, 
かうきけくぇた, おうゃう, きぇくょぇさうくぇた, 
ぇこっかぬしうくぇた, ゅさっえこそさせすぇた. ╁ 
こっさうけょ ねこうょっきうえ ゅさうここぇ う 
¨[╁╇ きけあくけ こさうくうきぇすぬ つっし-
くけお, さっこつぇすにえ かせお. ‶っえすっ けす-
ゃぇさ てうこけゃくうおぇ, つぇう し きぇかうくけえ 
う きひょけき, かうこけゃにえ.

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ ╆┿】╇〈′╇╉╇ ¨〈╄』╄]〈╁┿!
‶けいょさぇゃかはっき ゃぇし し こさぇいょくうおけき くぇしすけはとうた きせあつうく う きせあっしすゃっくくにた ゃけうくけゃ!

] ╃くひき いぇとうすくうおぇ ¨すっつっしすゃぇ!
╁ かっすけこうしう くぇてっえ しすさぇくに きくけゅけ しかぇゃくにた しすさぇくうち, さぇししおぇいにゃぇのとうた け ゅっさけうつっしおうた ぉうすゃぇた う ゃっかうおうた 

しさぇあっくうはた. ╋に ょけかあくに ゅけさょうすぬしは こけょゃうゅぇきう しゃけうた しけゃさっきっくくうおけゃ, けすちけゃ, ょっょけゃ う こさぇょっょけゃ, ょけかあくに 
こさけょけかあうすぬ しかぇゃくにっ すさぇょうちうう こさけてかけゅけ, ゃけしこうすにゃぇすぬ ょせた こぇすさうけすういきぇ, かのぉゃう お けすつっきせ ょけきせ, 
さけょくけえ いっきかっ う しすさぇくっ. ╁ ねすけき – しうかぇ う ゃっかうつうっ ゅけしせょぇさしすゃぇ.

╁ こっさゃせの けつっさっょぬ くぇてう こけいょさぇゃかっくうは う しかけゃぇ ぉかぇゅけょぇさくけしすう ぇょさっしけゃぇくに かのょはき, ょかは おけすけさにた 
ゃけうくしおぇは しかせあぉぇ はゃかはっすしは こさけそっししうっえ. ╋に こさういくぇすっかぬくに すっき, おすけ しすけはか う しすけうす くぇ しすさぇあっ 
くぇちうけくぇかぬくにた うくすっさっしけゃ う ぉっいけこぇしくけしすう ゅけしせょぇさしすゃぇ, こさうせきくけあぇは しかぇゃくにっ 
すさぇょうちうう さけししうえしおうた ╁けけさせあひくくにた しうか.

╁ ねすけす ょっくぬ きに すぇおあっ つっしすゃせっき う すった きせあつうく, おすけ くうおけゅょぇ くっ くけしうか 
ゃけっくくせの そけさきせ, くけ ょけぉさけしけゃっしすくけ すさせょうすしは くぇ ぉかぇゅけ [けょうくに う しゃけっえ 
しっきぬう, けすょぇひす しゃけえ すぇかぇくす う ねくっさゅうの ゃけ うきは こさけちゃっすぇくうは [けししうう, 
おすけ ゅけすけゃ さってうすっかぬくけ ゃしすぇすぬ くぇ っひ いぇとうすせ.

╅っかぇっき いぇとうすくうおぇき ¨すっつっしすゃぇ ぉにすぬ しうかぬくにきう, 
ぉかぇゅけさけょくにきう, きせあっしすゃっくくにきう う くぇょひあくにきう. 
╆ょけさけゃぬは, きうさぇ, ゃしった ぉかぇゅ ゃぇき う ゃぇてうき しっきぬはき.

╇.¨. 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 ╇.╁. ╉ぇさこけゃ
‶さっょしっょぇすっかぬ ょせきに ╀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 ╄.]. ╂けゃけさせたぇ 

╃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 
ういゃっとぇっす け こさけゃっょっくうう こさうひきけゃ 

ういぉうさぇすっかっえ ゃ けおさせゅぇた 
1 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ 
し 16 ょけ 18 つぇしけゃ.

‶さうひきに ゃっょせす:
– ゃ 『っくすさぇかぬくけえ ゅけさけょしおけえ ぉうぉかう-

けすっおっ (せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 7) – ょっこせすぇす こけ 
ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ1 ╂せょけゃ ╁かぇ-
ょうきうさ ]っきひくけゃうつ, ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇ-
すっかぬくけきせ けおさせゅせ わ3 ╇かぬうくにた ]っさゅっえ 
╁ぇかっさぬっゃうつ;  

– ゃ ╋¨〉 «╂うきくぇいうは わ5» (せか. ╉けしにた, 
3) – ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ 
わ2 ┿ゃうかけゃぇ ′ぇすぇかぬは ′うおけかぇっゃくぇ;

 – 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 
(せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7) – ょっこせすぇす こけ うい-
ぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ4 ╅ぇさおけゃ ┿かっお-
しぇくょさ ╇ゃぇくけゃうつ;

– ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» (ゃ こけきっとっ-
くうう ぉうぉかうけすっおう) – ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇ-
すっかぬくけきせ けおさせゅせ わ4 ╃けさけたうく ╃きうすさうえ 
╁かぇょうきうさけゃうつ, ょっこせすぇす こけ  ういぉうさぇすっかぬ-
くけきせ けおさせゅせ わ5 ╉せいくっちけゃ ╂っけさゅうえ ┿くぇ-
すけかぬっゃうつ;      

– ゃ いょぇくうう ぇょきうくうしすさぇちうう こけし. ╉かの-
つっゃしお – ょっこせすぇすに こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ 
けおさせゅせ わ6 ╉うくょさぇしぬ ′うおけかぇえ ╋うたぇえかけ-
ゃうつ, ぃあぇおけゃ ┿くょさっえ ┿くぇすけかぬっゃうつ. 
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┧┩┴┲┬┻┩┵┮┬┭   ┮┲┰┥┤┶
╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁
¨′ ′┿【, ╀╄[┱╆¨╁]╉╇╈!
╇ゃぇくに, くっ こけきくはとうっ さけょしすゃぇ, くっ しこけ-

しけぉくに くぇいゃぇすぬ こけ うきっくう-けすつっしすゃせ しゃけうた 
ょっょけゃ う ぉぇぉせてっお, くけ う しさっょう くうた きぇかけ 
すった, おけきせ くっ ういゃっしすっく ╂っさけえ ]けゃっすしおけゅけ 
]けのいぇ  ]すっこぇく  ┿くょさっっゃうつ ′っせしすさけっゃ, 
ぉぇすぇかぬけく おけすけさけゅけ せつぇしすゃけゃぇか ゃ てすせさきっ 
そぇてうしすしおけゅけ [っえたしすぇゅぇ  う ゃ ゃけょさせあっくうう 
くぇょ くうき ╆くぇきっくう ‶けぉっょに. ╁ くぇてっき ゅけさけ-
ょっ うきは ゅっさけは くけしうす しさっょくはは ておけかぇ わ1,  ゃ 
おけすけさけえ けく せつうかしは. ′ぇ しすっくっ いょぇくうは こさう-
おさっこかっくぇ きさぇきけさくぇは こぇきはすくぇは こかうすぇ  ゃけ 
しかぇゃせ ゃにょぇのとっゅけしは こうすけきちぇ ねすけえ ておけ-
かに. ╄しすぬ きぇすっさうぇかに け ゅっさけっ ゃ ゅけさけょしおけき, 
ておけかぬくにた きせいっはた. ╁けす, おぇあっすしは, う ゃしひ…

¨く さけょうかしは 12 ぇゃゅせしすぇ 1922 ゅけょぇ ゃ しっかっ 
〈ぇかうちっ  ]せたけかけあしおけゅけ さぇえけくぇ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう う ぉにか ゃすけさにき こけしかっ ╋ぇ-
さうくに さっぉひくおけき ゃ しっきぬっ ┿くょさっは ]っさゅっっ-
ゃうつぇ う ╊せおうう ╄ゃゅっくぬっゃくに ′っせしすさけっゃにた. 
] うくすっさゃぇかけき ゃ ょゃぇ ゅけょぇ さけょうかうしぬ ょゃっ 
しっしすさひくおう ]すひこに – ╉ぇすは う ‶ぇさぇしおけゃぬは, ぇ 
っとひ つっさっい すさう ゅけょぇ – ぉさぇすうお ╁けゃぇ. ╂かぇゃぇ 
しっきっえしすゃぇ – つっかけゃっお ぉにゃぇかにえ, こさけてっょ-
てうえ ゃしの うきこっさうぇかうしすうつっしおせの ゃけえくせ, こけ-
かせつうゃてうえ ょゃぇ ╂っけさゅうっゃしおうた  おさっしすぇ う ょけ-
しかせあうゃてうえしは ょけ いゃぇくうは せくすっさ-けそうちっさぇ, 
さゃぇかしは うい しっかぬしおけゅけ いぇたけかせしすぬは  ゃ こさけ-
きにてかっくくにっ ゅけさけょぇ, くぇ ゃっかうおうっ しすさけえ-
おう しけちうぇかういきぇ, くけ っゅけ けすっち, あっくぇ, ょぇ う 
さぇいさけしてぇはしは しっきぬは しょっさあうゃぇかう こにか. ¨ょ-
くぇおけ, おけゅょぇ しすぇさてぇは ょけつぬ ╋ぇさうくぇ けこさっ-
ょっかうかぇしぬ し きっしすけあうすっかぬしすゃけき ゃ ╀っさひいけゃ-
しおけき いぇゃけょっ, さってうかうしぬ くぇ こっさっっいょ. ぁすけ 
しかせつうかけしぬ, しせょは こけ ゃしっきせ,  ゃ 1930 ゅけょせ.

〉 ╋ぇさうくに くっゅょっ ぉにかけ こさうすおくせすぬしは. ╇, 
おぇお こうてっす ゃ しゃけっえ おくうゅっ «‶せすぬ お [っえた-
しすぇゅせ» ]. ′っせしすさけっゃ, しくはかう きぇかせたせ せ くっ-
おけっゅけ ぉけさけょぇつぇ ╋っょゃっょっゃぇ, おけすけさにえ くぇ 
ゃうょ ぉにか しせさけゃ, ぇ こけ しせすう けつっくぬ ょけぉさ. 
╉ しかけゃせ, し 1957 ゅけょぇ は あうか ゃ おけくっつくけえ 
つぇしすう せかうちに 8 ╋ぇさすぇ う ゅょっ-すけ さはょけき, 
こけきくの, あうかう ╋っょゃっょっゃに. ╋けあっす, せ くうた 
おゃぇさすうさけゃぇかう ′っせしすさけっゃに? ╁ おくうゅっ しゃけ-
っえ ]すっこぇく ┿くょさっっゃうつ しけけぉとぇっす すぇおあっ け 
すけき, つすけ かっすけき 1932 ゅけょぇ こけしかっ けおけくつぇ-
くうは 2-ゅけ おかぇししぇ ゃ ょっしはすうかっすくっき ゃけいさぇし-
すっ, つすけぉに いぇさぇぉけすぇすぬ くぇ こぇかぬすけ う ぉけ-
すうくおう, こぇし おけさけゃ  こけょ くぇつぇかけき しすぇさてっゅけ 
こぇしすせたぇ ╄ゅけさぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ ╇しぇおけゃぇ.  ′ぇ-
こさけすうゃ くぇてっゅけ ょけきぇ こけ せかうちっ 8 ╋ぇさすぇ 
あうかう ╇しぇおけゃに, こさぇゃょぇ, ぉっい ゅかぇゃに しっきぬう. 
′け ょっすう うきっかう けすつっしすゃけ ╄ゅけさけゃうつっえ. 
]けいょぇひすしは ゃこっつぇすかっくうっ, つすけ ′っせしすさけっゃに 
あうかう  ゅょっ-すけ くっこけょぇかひおせ.

╁ きぇかせたっ, おけすけさぇは いうきけえ っかっ-っかっ けぉけ-
ゅさっゃぇかぇしぬ こっつおけえ-ぉせさあせえおけえ, しっきぬは 
こさけゃっかぇ ゃけしっきぬ かっす. ‶けしかっ ねすけゅけ けすっち 
こけかせつうか おゃぇさすうさせ ゃ けょくけき うい ょゃせたねすぇあ-
くにた ぉさっゃっくつぇすにた ぉぇさぇおけゃ ゃ ╊っくうくしおけき 
こけしひかおっ. ╊せおうは ╄ゃゅっくぬっゃくぇ くっ きけゅかぇ くぇ-
さぇょけゃぇすぬしは くぇかうつうの おぇきっくくけえ こっつう う 
ゃけいきけあくけしすう さっぇかういけゃにゃぇすぬ しゃけう おせかう-
くぇさくにっ しこけしけぉくけしすう.

  ╃ぇかっっ うい けすおさにすにた うしすけつくうおけゃ うい-
ゃっしすくけ, つすけ ]すっこぇく,  いぇおけくつうゃ くっこけかくせの 
しさっょくのの ておけかせ (すけ っしすぬ しっきぬ おかぇししけゃ), 
せしすさけうかしは くぇ さぇぉけすせ すけおぇさっき ゃ きったぇ-
くうつっしおうっ きぇしすっさしおうっ ぇゃすけゅぇさぇあぇ. ╋くっ 
こさうこけきうくぇっすしは うい さぇくくっゅけ ょっすしすゃぇ  ぇゃ-
すけゅぇさぇあ, おけすけさにえ さぇしこけかぇゅぇかしは  くっょぇ-
かっおけ けす おかせぉぇ させょくうおぇ うきっくう ╊っくうくぇ う 
さはょけき し しせとっしすゃけゃぇゃてっえ すけゅょぇ さぇぉけつっえ 
しすけかけゃけえ (しっえつぇし すぇき こけしすさけっく いぇゃけょ). 
ぁすけ ゃしっゅけ ゃ ょっしはすう きうくせすぇた たけょぬぉに けす 
きっしすぇ あうすっかぬしすゃぇ ′っせしすさけっゃにた, こけねすけ-
きせ きけあくけ こさっょこけかけあうすぬ, つすけ うきっくくけ 
いょっしぬ せしこってくけ う ゃ せょけゃけかぬしすゃうっ  «すけおぇ-
さうか» ぉせょせとうえ ╂っさけえ ]]][.

‶けょさけしすおう 1930-た ゅけょけゃ ぉさっょうかう ぇゃう-
ぇちうっえ. ]すっこぇく くっ ぉにか うしおかのつっくうっき. ¨く 
たけょうか ゃ ゃけっくおけきぇす う こさけしうかしは ゃ かひすくけっ 
せつうかうとっ, くけ っきせ せおぇいにゃぇかう くぇ ゃけいさぇしす 
– きぇか っとひ. ′け ゃ ぇこさっかっ 1941 ゅけょぇ ゃけい-
さぇしす こけょけてひか ょかは ゃけっくくけゅけ こったけすくけゅけ 
せつうかうとぇ. «┿ くっ ゃしひ かう さぇゃくけ, – さってうか 
けく, – ゃ ゃけいょせたっ うかう くぇ いっきかっ し けさせあうっき 
けたさぇくはすぬ こけおけえ [けょうくに»? 〈ぇお ]すっこぇく 
しすぇか おせさしぇくすけき 』っさおぇししおけゅけ ゃけっくくけ-
ゅけ こったけすくけゅけ せつうかうとぇ, おけすけさけっ ぉにかけ 
こっさっゃっょっくけ し 〉おさぇうくに ゃ ]ゃっさょかけゃしお, 
ゃ さぇえけく ╂けさっかけゃしおけゅけ おけさょけくぇ. ]すっこぇく 
くっ ぉにか こぇえ-きぇかぬつうおけき, こけねすけきせ きぇすぬ 
しうかぬくけ こっさっあうゃぇかぇ, おけゅょぇ,  くぇゃっとぇは  
しにくぇ ゃ せつうかうとっ, しかにてぇかぇ あぇかけぉに くぇ 
くっゅけ けす きかぇょてっゅけ おけきぇくょうさぇ, し おけすけ-
さにき ′っせしすさけっゃ くっ かぇょうか. ′け くぇつぇかぇしぬ 
ゃけえくぇ, う しすぇかけ くっ ょけ かうつくにた しうきこぇすうえ-
ぇくすうこぇすうえ. 

╃′╇ ‶¨〈╄[を ╇ ¨╀[╄〈╄′╇╈ 
15 ょっおぇぉさは ゃ つっすにさっ つぇしぇ せすさぇ せつう-

かうとっ こけょくはかう こけ すさっゃけゅっ, う おせさしぇくすけゃ 
ゃ いゃぇくうはた かっえすっくぇくすけゃ, しすぇさてうた しっさ-
あぇくすけゃ う しっさあぇくすけゃ くぇこさぇゃうかう ゃ 53-の 
〉さぇかぬしおせの さっいっさゃくせの ぇさきうの. ╇ ゃけす 
せあっ かっえすっくぇくす ]. ′っせしすさけっゃ – おけきぇくょうさ 
ゃいゃけょぇ さぇいゃっょつうおけゃ. ′ぇつぇかうしぬ ぉけっゃにっ 
けこっさぇちうう.

╁ おくうゅっ «‶せすぬ お [っえたしすぇゅせ» ]すっこぇく ┿く-
ょさっっゃうつ けこうしにゃぇっす くっおけすけさにっ ょっすぇかう 
しゃけっえ そさけくすけゃけえ ぉうけゅさぇそうう. ‶けさぇあぇ-
ってぬしは すけきせ, おぇお しせょぬぉぇ ぉかぇゅけゃけかうかぇ っきせ, 
たけすは う くっ とぇょうかぇ, ぉっさっゅかぇ けす しきっさすう ゃけ 
うきは すけゅけ, つすけ っきせ しせあょっくけ ぉにかけ しゃっさ-
てうすぬ. ╁ こっさゃけえ «たけょおっ» ゃいゃけょぇ いぇ «はいに-
おけき» ゃ けおけこに ゃさぇゅぇ うい 15 つっかけゃっお ゃっさ-
くせかうしぬ すさけっ, ]すっこぇく こけかせつうか すはあひかけっ 
さぇくっくうっ. ‶けしかっ さぇいゃっょおう ぉけっき けょくけえ うい 
ゃにしけす うい 78 くぇてうた ぉけえちけゃ ゃっさくせかけしぬ  24, 
けょうく うい くうた つせょけき せちっかっゃてうえ, すはあっかけ 
さぇくっくにえ  ′っせしすさけっゃ…

‶はすぬ すはあひかにた さぇくっくうえ いぇかっつうか ]すっこぇく 
┿くょさっっゃうつ ゃ ゅけしこうすぇかはた. ╃ぇ いぇかっつうか かう? 
╄しかう おぇあょにえ さぇい ゃにこうしにゃぇかしは ょけしさけつ-
くけ, しこってうか ゃ しゃけの 150-の しすさっかおけゃせの 
ょうゃういうの 〈さっすぬっえ せょぇさくけえ ぇさきうう? ╄しかう う 
こけしかっ ゅけしこうすぇかは さぇくに, しかせつぇかけしぬ, おさけゃけ-
すけつうかう? ╄しかう ょぇあっ くぇ さっこっすうちうう こぇさぇょぇ 

‶けぉっょに くぇ 〈せてうくしおけき ぇねさけょさけきっ こけょ 
╋けしおゃけえ, おけゅょぇ てひか きうきけ きぇさてぇかけゃ う 
ゅっくっさぇかけゃ  しけ ╆くぇきっくっき ‶けぉっょに ゃ させおぇた 
う ゃ けおさせあっくうう ぇししうしすうさけゃぇゃてうた ゅっさけっゃ, 
すっかけ ういくにゃぇかけ けす  こさけてかにた さぇくっくうえ, ぇ 
くけゅぇ ゃけけぉとっ こかけたけ こけゃうくけゃぇかぇしぬ? ╋け-
あっす ぉにすぬ, ゃうょは ねすけ, ╂っけさゅうえ ╉けくしすぇくすう-
くけゃうつ ╅せおけゃ こけょせきぇか: おすけ たけさけて ゃ ぉけの, 
さっょおけ ゅけょうすしは ょかは こぇさぇょけゃ. ¨く  ういきっくうか 
こさっあくうえ しちっくぇさうえ けすおさにすうは こぇさぇょぇ, 
こさうおぇいぇか ょけしすぇゃうすぬ ╆くぇきは ‶けぉっょに ゃ 
╋せいっえ ╁けけさせあひくくにた しうか くぇ ゃっつくけっ たさぇ-
くっくうっ, ぇ こさうしすぇゃかっくくにた お  ╆くぇきっくう ╂っ-
さけっゃ ]けゃっすしおけゅけ ]けのいぇ  ╋. ╄ゅけさけゃぇ, ╋. 
╉ぇくすぇさうの, ╉. ]ぇきしけくけゃぇ, ╇. ]なはくけゃぇ う 
]. ′っせしすさけっゃぇ しくぇぉょうすぬ こさけこせしおぇきう くぇ 
╉さぇしくせの こかけとぇょぬ おぇお こけつひすくにた ゅけしすっえ 
こぇさぇょぇ ‶けぉっょに.

╁けいきけあくけ, ]すっこぇくぇ ┿くょさっっゃうつぇ すはくせ-
かけ ゃ しゃけの ょうゃういうの う こけすけきせ, つすけ いょっしぬ 
ぉにかう っゅけ いっきかはおう? ¨く すっこかけ  こうてっす け 
しゃっさょかけゃつぇくぇた: うくあっくっさっ-しすさけうすっかっ, 
しすぇさてっき かっえすっくぇくすっ ′うおけかぇっ ]ぇきしけくけ-
ゃっ – おけきぇくょうさっ こせかっきひすくけえ さけすに, かっえ-
すっくぇくすっ ′うおけかぇっ ╋うくぇおけゃっ – おけきぇくょうさっ 
ぉぇすぇさっう 120 きき こけかおけゃにた きうくけきひすけゃ. 
′け けしけぉっくくけ しっさょっつくけ けく たぇさぇおすっさういせ-
っす ′うおけかぇは ]すっこぇくけゃうつぇ ╋けしうくぇ, しゃけっゅけ 
ておけかぬくけゅけ すけゃぇさうとぇ, おけすけさにえ しさぇあぇかしは 
ゃ さはょぇた すぇくおけゃけゅけ ぉぇすぇかぬけくぇ う ぉにか くぇ-
ゅさぇあょひく いぇ てすせさき [っえたしすぇゅぇ けさょっくけき 
╉さぇしくけゅけ ╆くぇきっくう... ╉けゅょぇ ]すっこぇく ┿く-
ょさっっゃうつ ゃ 1946 ゅけょせ こさうったぇか ゃ ╀っさひいけゃ-
しおうえ, すけ ゃしすさっすうか ′うおけかぇは ]すっこぇくけゃうつぇ, 
さぇぉけすぇゃてっゅけ すけゅょぇ  くぇつぇかぬくうおけき ちったぇ 
(くぇ おぇおけき こさっょこさうはすうう ぇゃすけさ おくうゅう くっ 
せおぇいにゃぇっす). ╁ けょくうた けおけこぇた しけ ]すっこぇ-
くけき ┿くょさっっゃうつっき  ゃけっゃぇか  っとひ けょうく っゅけ 
ておけかぬくにえ すけゃぇさうと – しすぇさてうえ かっえすっくぇくす 
┿かっおしぇくょさ ‶けくけきぇさひゃ. ╀っさっいけゃつぇくっ せきせ-
ょさうかうしぬ ょぇあっ こけょ くけしけき せ そさうちっゃ しけけさせ-
ょうすぬ ゃ いっきかっ ぉぇくの, ゃ おけすけさけえ  ょっしはすおぇき 
ぉけえちけゃ せょぇかけしぬ こけきにすぬしは. ╁ こけしかっょせの-
とっき ぉけの ┿. ‶けくけきぇさひゃ ぉにか さぇくっく, っきせ 
ぇきこせすうさけゃぇかう させおせ, う けく ゃっさくせかしは ゃ ╀っ-
さひいけゃしおうえ. ] くうき ]すっこぇく ′っせしすさけっゃ すけあっ 
ゃしすさっすうかしは ゃ 1946 ゅけょせ.

╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╃¨╋¨╈
«╇い ╊っくうくしおけゅけ こけしひかおぇ, – けこうしにゃぇ-

っす しゃけひ ゃけいゃさぇとっくうっ ゃ さけょうすっかぬしおうえ 
ょけき ].┿. ′っせしすさけっゃ, – ゅょっ ゃ 1938 ゅけょせ 
こけかせつうかう おゃぇさすうさせ, ゅょっ きぇすぬ ゅけゃけさうかぇ: 
«》けすぬ ぉに ょせたけゃおぇ たけさけてけ こっおかぇ», さけょう-
すっかっえ こっさっしっかうかう ゃ つぇしすくにえ ょけきうておけ, 
ぇ ゃ すった くけゃにた ぉぇさぇおぇた, こけしすさけっくくにた いぇ 
すさう ゅけょぇ ょけ ゃけえくに,  ゃ 1942 ゅけょせ けすおさにかう 
ゅけしこうすぇかぬ. ぅ てひか, くっす, くっ てひか, ぇ ぉっあぇか 
お さけょうすっかぬしおけきせ ょけきせ… ╀にかけ さぇくくっっ 
せすさけ. ╀っさひいけゃしおうえ っとひ しこぇか. ╁けす くぇおけ-
くっち ょけき. ]すぇゃくう けおけく いぇおさにすに, ゃけさけすぇ 
すけあっ けおぇいぇかうしぬ くぇ いぇこけさっ. ╊っゅけくぬおけ, 
ょさけああぇとっえ させおけえ こけしすせつぇか… 〈うてうくぇ. 
‶けしすせつぇか ゃすけさうつくけ… ′ぇおけくっち しかにてせ くっ-
ょけゃけかぬくにえ, っとひ しけくくにえ ゅけかけし きぇすっさう, 
しゃけっえ さけょくけえ きぇすっさう: «》すけ すぇき ゃ すぇおせの 
さぇくぬ?»  «╋ぇきぇ… けすおさけえ!» ╁ ょけきっ さぇい-
ょぇかしは しすさぇてくにえ おさうお…» «¨すっち, けすっち, 
– おさうつうす ゃいゃけかくけゃぇくくぇは きぇすぬ, – すぇき, おぇ-
あうしぬ, ]すっこぇくおけ!» – «╂ょっ? ╉すけ?» – しょぇゃ-
かっくくにき ゅけかけしけき, ゃ うしこせゅっ こっさっしこさけしうか 
けすっち. ╆ぇたかけこぇかう ょゃっさう, いぇしおさうこっかう ゃけ-
さけすぇ. ‶っさっゅけくはは けょうく ょさせゅけゅけ, くぇ せかうちせ 
ゃにぉっあぇかう ゃ くうあくっき ぉっかぬっ けすっち し きぇすっ-
さぬの, ╉ぇすは し ‶ぇくっえ う つっすにさくぇょちぇすうかっす-
くうえ  ぉさぇすうておぇ ╁けかけょは…»

』ぇしけゃ ゃ ょゃっくぇょちぇすぬ, こうてっす ょぇかっっ  ゃ 
しゃけうた ゃけしこけきうくぇくうはた ゅっさけえ, こさうったぇかう 
さぇぉけすくうおう ゅけさおけきぇ こぇさすうう ゃけ ゅかぇゃっ し 
こっさゃにき しっおさっすぇさひき ╃きうすさうっゃにき, ゃけっく-
おけき おぇこうすぇく ╋せさぇておうく  う ╅うかぬちけゃ し さぇ-
ぉけすくうおけき うしこけかおけきぇ ╊. ╀かはたっさけき. ]すけか 
ぉにか くぇおさにす ゃけ ょゃけさっ…

╁ こけしかっょせのとうっ ょくう ]すっこぇく ┿くょさっっゃうつ 
くぇゃっとぇか ょさせいっえ:  «]ぇてせ ‶けくけきぇさっゃぇ, 
おけすけさにえ ぉにか せ きっくは いぇきっしすうすっかっき ゃ しけ-
さけお すさっすぬっき, いぇしすぇか ょけきぇ.  ╁きっしすけ させおう 
せ くっゅけ ぉにか こさけすっい. ‶けてかう し ]ぇてっえ こけ 
せかうちぇき ╀っさひいけゃしおけゅけ. ╆ぇてかう お さけょうすっ-
かはき ╁ぇくう 【ぇぉぇさょうくぇ… せぉうす. ╋ぇすぬ ╋うてう 

╉けぉっかっゃぇ, せゃうょっゃ きっくは, っかっ-っかっ ゃにゅけゃけ-
さうかぇ: «]すひこけくぬおぇ, ぇ ゃっょぬ ╋うてっくぬおぇ きけえ 
せぉうす っとひ ゃ しけさけお こっさゃけき, こけょ ╋けしおゃけえ. 
]こぇしうぉけ すっぉっ, つすけ いぇてひか, くっ いぇぉにか しすぇ-
させたせ. ╁ぇくは ╋ぇさすにくけゃ せぉうす. ╁っくおぇ ╂ぇかけ-
てうく せぉうす. ╋うてぇ ╉けかこぇおけゃ せぉうす».

╉ おけきせ ぉに くう いぇてひか, しかにてせ けょくけ う すけ 
あっ しすさぇてくけっ しかけゃけ – せぉうす. ╋くけゅうっ ょっ-
しはすおう きけうた ょけゃけっくくにた ょさせいっえ こけゅうぉかう. 
╀っさひいけゃしおうえ しさぇいせ こけおぇいぇかしは きくっ おぇおうき-
すけ すうたうき う けこせしすっゃてうき. ¨しすぇゃてうっしは ょくう 
けすこせしおぇ は こさけゃひか し ]ぇてっえ ‶けくけきぇさっゃにき. 
》けょうかう くぇ さっおせ ‶にてきせ さにぉぇつうすぬ. ╉せこぇ-
かうしぬ ゃ 』うしすけき さぇいさっいっ (さぇいさっい – ゅかせぉけ-
おうえ ゃけょけひき ゃさけょっ けいっさぇ). ]けぉうさぇかう ゃ 
かっしせ ゅさうぉに, はゅけょに».

 ′ぇゃっしすうか  ゅっさけえ  う しゃけっゅけ くぇしすぇゃくう-
おぇ – 《うかうここぇ 《っけおすうしすけゃうつぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ, 
ゅっさけは ゅさぇあょぇくしおけえ ゃけえくに, おけすけさにえ ゃ 
ょけゃけっくくにっ ゅけょに ぉにか いぇゃっょせのとうき おかせ-
ぉけき  ╊っくうくしおけゅけ させょくうおぇ. 〉 くっゅけ し あっ-
くけえ ╄おぇすっさうくけえ ╁ぇしうかぬっゃくけえ  さけしかう すさう 
ょけつっさう – ′うくぇ, [けいぇ う きかぇょてぇは ╊うょぇ. 
‶けしかっょくはは こさうゅかはくせかぇしぬ そさけくすけゃうおせ. 
』せゃしすゃぇ けおぇいぇかうしぬ ゃいぇうきくにきう. ] ╊うょう-
っえ 《うかうここけゃくけえ ].┿. ′っせしすさけっゃ こさけあうか 
ぉけかっっ こけかせゃっおぇ, ょけ しぇきけえ しゃけっえ しきっさすう 
ゃ ]っゃぇしすけこけかっ 26 そっゃさぇかは 1998 ゅけょぇ. 
]すっこぇくぇ ┿くょさっっゃうつぇ, おけくっつくけ, こけょおけ-
しうかぇ  ゅうぉっかぬ しにくぇ ぃさうは う ゃくせおぇ ゃ ぇゃ-
すけおぇすぇしすさけそっ. ╁ ]っゃぇしすけこけかっ あうゃせす っゅけ 
あっくぇ, ょけつぬ 〈ぇすぬはくぇ, ゃくせおう. 〉 くっゅけ きくけゅけ 
こかっきはくくうおけゃ う こかっきはくくうち. 〈ぇお, すけかぬおけ 
しっしすさぇ ╉ぇすは  うきっかぇ こはすっさにた ょっすっえ. ‶はすぬ 
かっす くぇいぇょ けくぇ せきっさかぇ. ╅うゃぇ っとひ しっしすさぇ 
ゅっさけは ‶ぇさぇしおけゃぬは (‶ぇくは). ╀さぇす ╁かぇょうきうさ  
あうゃひす しけ しゃけっえ しっきぬひえ ゃ ╋けしおゃっ.

] けょくうき うい こかっきはくくうおけゃ ゅっさけは, しにくけき 
╄おぇすっさうくに ┿くょさっっゃくに – ]っさゅっっき ]っさっ-
ぉさっくくうおけゃにき, あうゃせとうき 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, – は くっょぇゃくけ こけ-
ゃしすさっつぇかしは う せいくぇか, つすけ さけょしすゃっくくうおう 
ゅっさけは くっ こけょょっさあうゃぇのす しおけかぬおけ-くうぉせょぬ 
すっしくにた しゃはいっえ きっあょせ しけぉけえ. ╇ しけぉさぇすぬしは 
うき ゃきっしすっ ゃさはょ かう ゃけいきけあくけ. ′け う くぇ-
たけょはしぬ ゃょぇかう ょさせゅ けす ょさせゅぇ, けくう いくぇのす, 
つすけ うきは  うた ゅっさけうつっしおけゅけ さけょしすゃっくくうおぇ 
せゃっおけゃっつっくけ ゃけ きくけゅうた つぇしすはた [けししうう. 
╄きせ せしすぇくけゃかっくぇ しすっかぇ ゃ ┿かかっっ ゅっさけっゃ 
ゃ ]せたけき ╊けゅせ, けく はゃかはっすしは ‶けつひすくにき 
ゅさぇあょぇくうくけき ゅけさけょぇ ′けゃけせさぇかぬしおぇ,  ゅょっ 
しかせあうか ゃ けさゅぇくぇた ╋╁╃. ╇きは ].┿. ′っ-
せしすさけっゃぇ くけしうす こかけとぇょぬ ゃ ]っゃぇしすけこけ-
かっ, せかうちぇ  ゃ ╉さぇしくけょぇさっ, くぇ ょけきぇた, ゅょっ 
あうか ゅっさけえ,  ゃ ねすうた ゅけさけょぇた せしすぇくけゃかっくに 
こぇきはすくにっ ょけしおう. ╇ いょっしぬ こっさっつうしかっくに 
くっ ゃしっ そぇおすに せゃっおけゃっつうゃぇくうは  くぇてっゅけ 
いっきかはおぇ, ぉっさっいけゃつぇくうくぇ. ′け う くぇ  ねすけき 
そけくっ ╀っさひいけゃしおうえ ゃ かうちっ ておけかに わ1 ゃ 
こかぇくっ せゃっおけゃっつうゃぇくうは ゅっさけは  ゃにゅかはょうす 
ぉかっょくけゃぇすけ. ╂けさけょしおけきせ しけゃっすせ ゃっすっ-
さぇくけゃ, ぇょきうくうしすさぇちうう う ╃せきっ  くぇてっゅけ 
けおさせゅぇ, くぇゃっさくけっ, しかっょけゃぇかけ ぉに けぉさぇ-
すうすぬ くぇ ねすけ ゃくうきぇくうっ. ┿ こけおぇ きに くっ いくぇ-
っき ょぇあっ せかうち う ょけきけゃ, ゃ おけすけさにた あうかぇ 
しっきぬは ゅっさけは, くっ いくぇっき しせょっぉ  っゅけ ぉけっ-
ゃにた すけゃぇさうとっえ – ╋けしうくぇ う ‶けくけきぇさっゃぇ. 
╋くっ, かうつくけ いくぇゃてっきせ ゅっさけは, ゃしすさっつぇゃ-
てっゅけ っゅけ ゃきっしすっ し ╊うょうっえ 《うかうここけゃくけえ 
ゃ しっきぬっ きけうた さけょうすっかっえ ゃ ╀っさひいけゃしおけき,  
ぇ こけいょくっっ う ゃ ]ゃっさょかけゃしおっ, すけあっ, けおぇいぇ-
かけしぬ,  きくけゅけっ け くひき くっういゃっしすくけ. ‶けねすけ-
きせ,  こさっょかぇゅぇは ねすけす すっおしす お こせぉかうおぇちうう, 
さぇししつうすにゃぇの こけかせつうすぬ こけ さっょぇおちうけく-
くけきせ ぇょさっしせ けすおかうおう すった, おすけ  きけあっす 
こさけかうすぬ しゃっす くぇ くっういゃっしすくにっ しすさぇくうちに 
あういくう ゅっさけは, っゅけ さけょくにた う ょさせいっえ. ′ぇ-
ょっのしぬ くぇ けしくけゃっ ねすけえ つうすぇすっかぬしおけえ うく-
そけさきぇちうう ゃっさくせすぬしは お すっきっ.

]. ′っせしすさけっゃ ゃ ╀っさかうくっ

╋ぇさてぇか ╂.╉. ╅せおけゃ せ こけゃっさあっくくけゅけ [っえたしすぇゅぇ
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』╄╂¨ ╅╃┿〈を ¨〈 ‶¨╊╇『╇╇?

〈けかぬおけ くぇ こっさっうきっくけゃぇくうっ, せすゃっさあょぇのす そうくぇくしうしすに, せえょひす けおけかけ こけかせきうか-
かうぇさょぇ させぉかっえ, っとひ さっぇかういぇちうは いぇおけくぇ – ょゃぇ きうかかうぇさょぇ, けこはすぬ あっ さっそけさきぇ, 
こけ けちっくおっ きうくうしすさぇ そうくぇくしけゃ, – 217 きうかかうぇさょけゃ. ╃っくっゅ くぇ ゃしひ ねすけ, おぇお こさう-
いくぇかう ゃ ╋╁╃, くっす, う, ゃっさけはすくけ, いぇ «こけきけとぬの», おぇお つぇしすけ ぉにゃぇっす, けぉさぇすはすしは お 
くぇき, くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおぇき. ¨こはすぬ あっ っしすぬ ぉういくっしきっくに, きぇししぇ てすさぇそくにた しぇくお-
ちうえ ゃ ╂╇╀╃╃…

]╋｠]╊ ‶╄[╄╇╋╄′¨╁┿′╇ぅ
]きにしか こっさっうきっくけゃぇくうは きうかうちうう ゃ こけかう-

ちうの ╃きうすさうえ ╋っょゃっょっゃ けぉなはしくはっす しかっょせの-
とうき けぉさぇいけき (ょぇかっっ ちうすぇすぇ):

«]け ゃさっきひく ¨おすはぉさぬしおけえ さっゃけかのちうう, 
し 10 きぇさすぇ 1917 ゅけょぇ, けさゅぇくに こさぇゃけこけ-
さはょおぇ ぉにかう こっさっうきっくけゃぇくに ゃ «くぇさけょ-
くせの こけかうちうの», こけょつひさおうゃぇは うた くぇさけょ-
くにえ, さぇぉけつっ-おさっしすぬはくしおうえ たぇさぇおすっさ. ‶け 
しせすう ょっかぇ ねすけ ぉにかう ょさせあうくくうおう ゃ こけ-
ゅけくぇた. ′ぇき あっ くせあくに こさけそっししうけくぇかに, 
おけすけさにっ さぇぉけすぇのす ねそそっおすうゃくけ, つっしすくけ 
う しかぇあっくくけ. ‶けねすけきせ こさうてかぇ こけさぇ ゃっさ-
くせすぬ きうかうちうう っひ こさっあくっっ くぇうきっくけゃぇくうっ 
– こけかうちうは».

╃┿╁┿╈〈╄ ‶¨╆′┿╉¨╋╇╋]ぅ
] 1 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ ゃしすせこうす ゃ ょっえしすゃうっ 

しかっょせのとっっ くけゃてっしすゃけ: しけすさせょくうお こけかうちうう 
ぉせょっす ゃにくせあょっく こさっょしすぇゃうすぬしは こさう けぉとっ-
くうう し かのぉにき ゅさぇあょぇくうくけき – ぇ うきっくくけ, くぇ-
いゃぇすぬ そぇきうかうの, いぇくうきぇっきせの ょけかあくけしすぬ 
う こけかせつっくくけっ いゃぇくうっ, ぇ すぇおあっ (こけ すさっぉけ-
ゃぇくうの) こさっょなはゃうすぬ しゃけひ せょけしすけゃっさっくうっ. 
′けゃぇすけさに しつうすぇのす, つすけ すぇおぇは ゃいぇうきくぇは 
こさけゃっさおぇ ょけおせきっくすけゃ ゃ くっおけすけさけき さけょっ 
せさぇゃくうゃぇっす しけぉっしっょくうおけゃ. ‶かぇくうさせっすしは 
すぇおあっ ゃゃっょっくうっ ょかは こけかうちっえしおうた しこっちう-
ぇかぬくにた うきっくくにた あっすけくけゃ, くぇ おけすけさにた ぉせ-
ょっす せおぇいにゃぇすぬしは そぇきうかうは. ‶けおぇ あっ, ょけ せす-
ゃっさあょっくうは くけゃけゃゃっょっくうえ こさぇゃうすっかぬしすゃけき 
[けししうう, そけさきぇ せ こけかうちっえしおうた けしすぇひすしは 
こさっあくっえ, きうかうちっえしおけえ.

′╄‶[╇╉¨]′¨╁╄′′¨]〈を ╅╇╊をぅ
╅うかうとっ ゅさぇあょぇく はゃかはっすしは くっこさうおけし-

くけゃっくくにき. ‶さっょしすぇゃうすっかう こけかうちうう きけゅせす 
こさけくうおぇすぬ ゃ くっゅけ すけかぬおけ こさう しけぉかのょっくうう 
つっすにさひた せしかけゃうえ:

• ょかは しこぇしっくうは あういくう ゅさぇあょぇく う/うかう うた 
うきせとっしすゃぇ, ぇ すぇおあっ ょかは すけゅけ, つすけぉに けぉっしこっ-
つうすぬ ぉっいけこぇしくけしすぬ ゅさぇあょぇく こさう きぇししけゃにた 
ぉっしこけさはょおぇた う つさっいゃにつぇえくにた しうすせぇちうはた;

• ょかは いぇょっさあぇくうは かうち, おけすけさにっ こけょけいさっ-
ゃぇのすしは ゃ しけゃっさてっくうう こさっしすせこかっくうは;

• ょかは こさっしっつっくうは こさっしすせこかっくうは;
• ょかは せしすぇくけゃかっくうは けぉしすけはすっかぬしすゃ, こさう 

おけすけさにた こさけういけてひか くっしつぇしすくにえ しかせつぇえ.
╉さけきっ すけゅけ, ゃ すっつっくうっ 24-た つぇしけゃ こけしかっ 

すぇおけゅけ こさけくうおくけゃっくうは, ゅけしこけょうく こけかうちっえ-
しおうえ ゃにくせあょっく こけょぇすぬ さぇこけさす け くひき しゃけっきせ 
くぇつぇかぬしすゃせ う こさけおせさけさせ.

‶[┿╁¨ ′┿ 〈╄╊╄《¨′′｠╈ ╆╁¨′¨╉
′ぇぉうゃてぇは けしおけきうくせ そさぇいぇ うい ゅけかかう-

ゃせょしおうた ぉかけおぉぇしすっさけゃ «╁に うきっっすっ こさぇゃけ 
くぇ ぇょゃけおぇすぇ う けょうく すっかっそけくくにえ いゃけくけお» 
しすぇくっす さっぇかぬくけしすぬの う ゃ くぇてっえ しすさぇくっ – 
っとひ けょくぇ こぇさぇかかっかぬ し ぇきっさうおぇくしおうき こさぇ-
ゃけしせょうっき.

‶さう いぇょっさあぇくうう すっこっさぬ しけすさせょくうお こけかう-
ちうう けぉはいぇく こさけういゃっしすう けぉなはしくっくうっ こさうつうく 
しゃけうた ょっえしすゃうえ, ぇ すぇおあっ さぇいなはしくうすぬ いぇょっさ-
あうゃぇっきけきせ かうちせ こさぇゃぇ う けぉはいぇくくけしすう:

• こさぇゃけ くぇ のさうょうつっしおせの おけくしせかぬすぇちうの;
• こさぇゃけ くぇ せしかせゅう こっさっゃけょつうおぇ;
• こさぇゃけ くぇ けすおぇい けす ょぇつう こけおぇいぇくうえ;
• こさぇゃけ くぇ すっかっそけくくにえ さぇいゅけゃけさ しけ しゃけう-

きう ぉかういおうきう ゃ すっつっくうっ 3-た つぇしけゃ, っしかう さぇくっっ 
くっ ぉにか しけゃっさてひく こけぉっゅ うかう いぇょっさあぇくくにえ くっ 
はゃかはっすしは こけょけいさっゃぇっきにき ゃ せゅけかけゃくけき こさっ-
しすせこかっくうう.

╀╄╆ ′┿]╇╊╇ぅ
• ]けすさせょくうおぇき こけかうちうう いぇこさっとっくけ こさう-

ぉっゅぇすぬ ゃ しゃけうた ょっえしすゃうはた お くぇしうかうの うかう かの-
ぉにき ょさせゅうき しこけしけぉけき せくうあぇすぬ つっかけゃっつっしおけっ 
ょけしすけうくしすゃけ;

• しけすさせょくうお こけかうちうう けぉはいぇく こさっしっおぇすぬ 
ょっえしすゃうは, くぇこさぇゃかっくくにっ くぇ せきにてかっくくけっ 
こさうつうくっくうっ ぉけかう, そういうつっしおけゅけ うかう くさぇゃ-
しすゃっくくけゅけ しすさぇょぇくうは ゅさぇあょぇくうくせ;

• こけかうちっえしおうえ けぉはいぇく こさうくっしすう しゃけう 
ういゃうくっくうは ゅさぇあょぇくうくせ ゃ しかせつぇっ くぇさせてっ-
くうは うき, こけかうちっえしおうき, ゅさぇあょぇくうくぇ こさぇゃ う 
しゃけぉけょ;

• さぇぉけすくうお こけかうちうう くっ ぉせょっす うきっすぬ こさぇゃぇ 
こさうきっくはすぬ しこっちしさっょしすゃぇ, ゃ すけき つうしかっ ょせぉうく-
おう, こさけすうゃ せつぇしすくうおけゃ きうさくにた ょっきけくしすさぇ-
ちうえ, ょぇあっ ゃ すけき しかせつぇっ, っしかう けくう はゃかはのすしは 
くっしぇくおちうけくうさけゃぇくくにきう;

• こけかうちっえしおうっ くっ ぉせょせす うきっすぬ こさぇゃぇ けしすぇ-
くぇゃかうゃぇすぬ ゅさぇあょぇく, けさうっくすうさせはしぬ くぇ うた こけか, 
くぇちうけくぇかぬくけしすぬ, ゃっさけうしこけゃっょぇくうっ, こさうくぇょ-
かっあくけしすぬ お けぉとっしすゃっくくにき けさゅぇくういぇちうはき.

• ╆ぇこさっとぇっすしは くぇくっしっくうっ つっかけゃっおせ せょぇ-
さけゃ さっいうくけゃけえ こぇかおけえ こけ ゅけかけゃっ, てっっ う おかの-
つうつくけえ けぉかぇしすう, あうゃけすせ, こけかけゃにき けさゅぇくぇき, 
ゃ けぉかぇしすぬ こさけっおちうう しっさょちぇ, ぇ すぇおあっ きくけゅけ-
おさぇすくけっ くぇくっしっくうっ せょぇさけゃ ゃ けょくけ う すけ あっ 
きっしすけ;

• くっ ょけこせしおぇっすしは こさうきっくっくうっ くぇさせつくう-
おけゃ, ぇ すぇおあっ こけょさせつくにた しさっょしすゃ しゃはいにゃぇ-
くうは, おけすけさにっ いぇゃっょけきけ ゃかっおせす すっかっしくにっ 
こけゃさっあょっくうは;

• くっ ょけこせしおぇっすしは こさうきっくっくうっ ゃけょけきひすけゃ 
こさう すっきこっさぇすせさっ けおさせあぇのとっえ しさっょに くうあっ 
くせかは ゅさぇょせしけゃ こけ 『っかぬしうの.

¨〈』╇〈┿╈]ぅ!
╁ いぇおけくっ せおぇいにゃぇっすしは, つすけ (ちうすぇすぇ) 

«けぉとっしすゃっくくけっ きくっくうっ はゃかはっすしは けょくうき 
うい けしくけゃくにた おさうすっさうっゃ けそうちうぇかぬくけえ 
けちっくおう ょっはすっかぬくけしすう こけかうちうう». ‶け-
かうちうは けぉはいぇくぇ けすつうすにゃぇすぬしは こっさっょ ゅけ-
しせょぇさしすゃっくくにきう, きせくうちうこぇかぬくにきう けさ-
ゅぇくぇきう ゃかぇしすう う ゅさぇあょぇくぇきう. ¨ょくぇおけ, 
そけさきに けすつひすくけしすう う こけさはょけお っひ こさけゃっ-
ょっくうは けしすぇゃかっく くぇ せしきけすさっくうっ しぇきけえ あっ 
こけかうちうう.

╁]┱ 〈┿╈′¨╄ ]〈┿′╄〈 ぅ╁′｠╋
╁ しけけすゃっすしすゃうう し くけゃにき いぇおけくけき こけかう-

ちっえしおうっ こけかせつぇのす さぇしてうさっくくにっ こさぇゃぇ くぇ 
けいくぇおけきかっくうっ し こっさしけくぇかぬくにきう ょぇくくにきう 
ゅさぇあょぇく ゃ たけょっ しゃけっえ さぇぉけすに. [ぇくぬてっ すぇおぇは 
うくそけさきぇちうは きけゅかぇ ぉにすぬ こけかせつっくぇ し しぇくおちうう 
こさけおせさけさぇ うかう こけ さってっくうの しせょぇ.

╁¨‶[¨] 《╇′┿′]¨╁｠╈
╆ぇさこかぇすぇ かっえすっくぇくすぇ こけかうちうう し 2012 ゅけょぇ 

こさっょこけかぇゅぇっすしは くっ きっくっっ 45000 させぉかっえ.
《¨[╋｠ ¨╀[┿】╄′╇ぅ
╇くそけさきぇちうけくくけっ ぇゅっくすしすゃけ ╀ぇかす╇くそけ 

こさけういゃっかけ くっぉけかぬてけえ けこさけし こけ ねすけきせ こけゃけ-
ょせ. [っしこけくょっくすぇき ぉにか いぇょぇく っょうくしすゃっくくにえ 
ゃけこさけし: «╉ぇお ゃに ぉせょっすっ けぉさぇとぇすぬしは お こけ-
かうちっえしおけきせ?» ‶けかせつっくくにっ けすゃっすに ゃにゅかはょはす 
しかっょせのとうき けぉさぇいけき:

• 51% けすゃっすうかう, つすけ さぇいゅけゃぇさうゃぇすぬ し 
こさっょしすぇゃうすっかっき こさぇゃけこけさはょおぇ くっ け つっき う 
«くぇょけ けす くっゅけ ぉっあぇすぬ»

• 22% – «こさけしすけ くぇ «ゃに»
• 10% さけししうはく ゃにさぇいうかう しけゅかぇしうっ けぉさぇ-

とぇすぬしは お しすさぇあぇき こけさはょおぇ «ゅけしこけょうく こけかう-
ちっえしおうえ»

• 8% – «すけゃぇさうと きうかうちうけくっさ»
• 5% – «ゅさぇあょぇくうく くぇつぇかぬくうお»
• 5% – «けそうちっさ».
╉ぇお ういゃっしすくけ, こさうくはすぬ いぇおけく – ねすけ こけかょっ-

かぇ. ╉せょぇ しかけあくっっ けぉっしこっつうすぬ っゅけ ゃにこけかくっ-
くうっ. 』っき けぉっさくせすしは くけゃてっしすゃぇ くぇ こさぇおすうおっ  
こけおぇあっす ゃさっきは.

‶け きぇすっさうぇかぇき しぇえすぇ 
http: www.ekabu.ru

╁¨╆を╋╇〈╄ ′┿ ╆┿╋╄〈╉〉
╃¨ 〉[┿╊╋┿【┿ – 

‶¨ ′¨╁¨╋〉 [┿]‶╇]┿′╇ぃ
′うおぇお くっ きけゅせ こけえきぇすぬ きぇさてさせすおせ わ149: せ くっひ ういきっくうかけしぬ さぇし-

こうしぇくうっ ょゃうあっくうは? 
╁っさけくうおぇ, ′╀‶

¨╀[┿〈╇〈╄ ╁′╇╋┿′╇╄
┰┦┨ ┴┸ ┴┤┫┴┩┼┬┯┲ ┴┲┵┵┬╃┱┤┰ ┳┴┲┨┤┦┤┶╀ 

┰┤┼┬┱┷ ┦┰┩┵┶┩ ┵ ┧┲┵┱┲┰┩┴┲┰
′¨╁｠╄ ‶[┿╁╇╊┿ 〈┿╉╅╄ ]¨╉[┿】┿ぃ〈 』╇]╊¨ [╄╂╇]〈[┿『╇¨′′｠》 ╃╄╈]〈╁╇╈

╋╁╃ [《 きっくはっす こけさはょけお さっゅうしすさぇちうう 
ぇゃすけきけぉうかっえ. ]けけすゃっすしすゃせのとうえ こさうおぇい 
こさけたけょうす しけゅかぇしけゃぇくうっ ゃ ╋うくうしすっさしすゃっ 
のしすうちうう う, おぇお けあうょぇっすしは, ゃしすせこうす ゃ しうかせ 
せあっ ゃ ぉかうあぇえてっっ ゃさっきは, こうてっす «[けししうえ-
しおぇは ゅぇいっすぇ». ╃けおせきっくす, ゃ つぇしすくけしすう, ょぇひす 
ゃけいきけあくけしすぬ こさけょぇゃぇすぬ きぇてうくせ ゃきっしすっ し 
ゅけしくけきっさけき, っしかう こけおせこぇすっかぬ こさけあうゃぇっす ゃ 
すけき あっ さっゅうけくっ, ぇ すぇおあっ しけおさぇとぇっす つうしかけ 
さっゅうしすさぇちうけくくにた ょっえしすゃうえ. ‶さう こさけょぇあっ 
ぇゃすけきけぉうかは ねおし-ゃかぇょっかぬちせ くっけぉたけょうきけ 
かうてぬ ゃくっしすう ゃ すったこぇしこけさす ういきっくっくうは け しけぉ-

しすゃっくくうおっ う こけかせつうすぬ くけゃけっ しゃうょっすっかぬしすゃけ 
け さっゅうしすさぇちうう; しくうきぇすぬ う しくけゃぇ しすぇゃうすぬ 
きぇてうくせ くぇ せつひす, おぇお う きっくはすぬ くけきっさくにっ 
いくぇおう, こさう ねすけき くっ すさっぉせっすしは. ぁすぇ きっさぇ けぉ-
かっゅつうす あういくぬ くっ すけかぬおけ ぇゃすけきけぉうかうしすぇき, 
くけ う さっゅうしすさぇちうけくくにき こけょさぇいょっかっくうはき 
╂╇╀╃╃, おけすけさにっ せあっ ょぇゃくけ けぉっしこけおけうかうしぬ 
こさけぉかっきけえ くったゃぇすおう くけきっさけゃ. 〈ぇお, ゃけ きくけ-
ゅうた おさせこくにた ゅけさけょぇた こさうたけょうすしは こけしすけはくくけ 
ゃゃけょうすぬ くけゃにっ しっさうう, ゃ ╋╁╃ ょぇあっ けぉょせきに-
ゃぇかう こさっょかけあっくうっ せゃっかうつうすぬ おけかうつっしすゃけ 
ちうそさ くぇ くけきっさっ.

[╄‶╊╇╉┿ 』╇〈┿〈╄╊ぅ
]〈┿′『╇ぅ, ]′╄╂┿, ぅ╋】╇╉…

19 そっゃさぇかは, ゃ しせぉぉけすせ, っいょうかぇ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ こけ ょっかぇき. ′ぇ ぇゃすけしすぇくちうう ぉにかぇ せょうゃかっ-
くぇ こさっょしすぇゃてっえ おぇさすうくけえ: かのょう こけょたけょはす お ぇゃすけぉせしぇき こけ すさけこおぇき,  ゃ ちっくすさっ こかけとぇょおう 
さぇいゃぇかうかうしぬ しせゅさけぉに, ゃこけさせ お ╋ぇしかっくうちっ けすおさにゃぇすぬ しくっあくにえ ゅけさけょけお. ′っせあっかう せ ぇゃすけ-
しすぇくちうう くっす たけいはうくぇ うかう せ たけいはうくぇ くっす しさっょしすゃ, つすけぉに こかぇすうすぬ ょゃけさくうおせ? ‶せておうくしおうえ 
しすぇくちうけくくにえ しきけすさうすっかぬ, はきとうおう, しくっゅぇ – くうつっゅけ くっ きっくはっすしは ゃ さけししうえしおけえ あういくう…

¨かぬゅぇ ╂っくくぇょぬっゃくぇ, こさっこけょぇゃぇすっかぬ
╉ぇお きに ゃにはしくうかう ゃ けすょっかっ 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 ╀╂¨, っとひ 
ゃ ょっおぇぉさっ せ ぇゃすけしすぇくちうう こけはゃうかしは ょうさっお-
すけさ, くっょぇゃくけ – う ぇょきうくうしすさぇすけさ. ╁ きぇさすっ 
あっ せ けぉなっおすぇ くぇおけくっち ぉせょっす こけしすけはくくにえ 
たけいはうく: しっゅけょくは けく くぇたけょうすしは ゃけ ゃくってくっき 

せこさぇゃかっくうう. ′っ ょぇかっっ おぇお ゃ つっすゃっさゅ ょう-
さっおすけさ ]. 〈っかっこくっゃ けぉっとぇか せぉさぇすぬ しくっゅ し 
すっささうすけさうう ぇゃすけしすぇくちうう. ╇かう ]っさゅっえ ╁うお-
すけさけゃうつ くぇきっさっく, ょっえしすゃうすっかぬくけ, ゃにしすさけ-
うすぬ お ╋ぇしかっくうちっ しくっあくにっ ゅけさおう う せしすさけ-
うすぬ おぇすぇくうは し くうた. 〈けかぬおけ くぇ つひき?

]‶¨[〈

ÂÎËß – «ÈÃÐÎÊ» ÍÅ ËÈØÍÈÉ
╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁
╀けかっっ こけかせすけさぇ しけすっく ぉけかっかぬとうおけゃ, くぇ-

ぉかのょぇゃてうた ゃ きうくせゃてっっ ゃけしおさっしっくぬっ,  ゃ 
]¨╉ «╊うょっさ» こけしかっょくのの うゅさせ いぇおかのつう-
すっかぬくけゅけ すせさぇ こっさゃっくしすゃぇ [けししうう こけ きう-
くう-そせすぉけかせ しさっょう おけきぇくょ きぇかぬつうおけゃ 1998-
1999 ゅけょけゃ さけあょっくうは, うしこにすぇかう, しせょは こけ 
ゃしっきせ,  せょけゃけかぬしすゃうっ. ╁しすさっつぇかうしぬ くぇてぇ 
おけきぇくょぇ «┿さしっくぇか» う «╁╇╆-99» うい ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅぇ. ′ぇょけ けすょぇすぬ ょけかあくけっ のくにき 
しこけさすしきっくぇき すけえ う ょさせゅけえ おけきぇくょに, けくう 
ゃっかう しっぉは すぇお ぇおすうゃくけ, おぇお ぉせょすけ ょけ ねすけゅけ 
くっ ぉにかけ つっすにさひた うゅさけゃにた ょくっえ こけょさはょ.

╁くってくっ きぇかぬつうおう いぇゃけょしおけえ おけきぇくょに 
ゃにゅかはょっかう ゃいさけしかっっ, けくう ぉけかぬてっっ ゃさっきは 
おけくすさけかうさけゃぇかう きはつ, ぇ くぇてう うしおぇかう しつぇ-
しすぬっ ゃ けしくけゃくけき ゃ おけくすさぇすぇおぇた. ╂けしすう くっ-
しおけかぬおけ さぇい くぇこさぇゃかはかう きはつ ゃ くぇてう ゃけ-
さけすぇ, おけすけさにっ けつっくぬ せゃっさっくくけ いぇとうとぇか 
┿かっおしっえ ╋ぇきうく. ̈ く けすさぇいうか ょけゃけかぬくけ しうかぬ-
くにえ きはつ, かっすっゃてうえ ゃ ゃっさたくうえ せゅけか ゃけさけす.  
〉ゃっさっくくぇは うゅさぇ ゃさぇすぇさは う さぇしすけさけこくにっ 
ょっえしすゃうは いぇとうすくうおけゃ しおぇいぇかうしぬ くぇ こけゃっょっ-
くうう くぇこぇょぇのとうた おけきぇくょに ゅけしすっえ. ¨くう しすぇ-
かう いぇきっすくけ しせっすかうゃっえ, こけくうきぇは, つすけ ゃけさけすぇ 
ぉっさっいけゃつぇく   きけあくけ ゃいはすぬ すけかぬおけ すけつくにき 
う しうかぬくにき せょぇさけき,  くぇつぇかう こけょけかゅせ こけょ-
ぉうさぇすぬ せょけぉくせの こけいうちうの, つすけ うき くっ こけいゃけ-
かはかぇ くぇてぇ いぇとうすぇ. ┿ しけゃきっしすうすぬ こさう せょぇさっ 
すけつくけしすぬ う しうかせ くぇこぇょぇのとうき ゅけしすっえ こけつすう 
くっ せょぇゃぇかけしぬ, こけすけきせ つすけ ぉけえおけ けぉけさけくは-
かうしぬ くぇてう しこけさすしきっくに, ゅょっ すけく いぇょぇゃぇか 
かせつてうえ いぇとうすくうお すせさくうさぇ ]っさゅっえ 〉ょぇさちっゃ.  
′ぇてう いぇとうすくうおう ょっきけくしすさうさけゃぇかう  くっ 
すけかぬおけ せきっくうっ  ゃ しぇきけっ けこぇしくけっ きゅくけゃっくうっ   
しくはすぬ  きはつ し くけゅう くぇこぇょぇのとっゅけ, くけ う きゅくけ-
ゃっくくけ けすょぇすぬ っゅけ くぇてうき そけさゃぇさょぇき.

ぁすぇ すぇおすうおぇ, ゃ おけくちっ おけくちけゃ, こさうくっしかぇ 
さっいせかぬすぇす. ╇ ねすけす さっいせかぬすぇす しすぇさっえてうえ 

そせすぉけかぬくにえ すさっくっさ ╀っさひいけゃしおけゅけ ╄ゃゅっくうえ 
′うおけかぇっゃうつ ╋ぇおっっゃ こさけおけききっくすうさけゃぇか 
すぇお: «‶けぉっあょぇっす くっ すけす, おすけ ゃっょひす うゅさせ, ぇ 
すけす,  おすけ ぉけかぬてっ あぇあょっす こけぉっょに». ]かせつう-
かけしぬ ねすけ ゃ しっさっょうくっ ゃすけさけゅけ すぇえきぇ, おけゅょぇ 
けょくぇ うい くっつぇしすにた おけくすさぇすぇお  «┿さしっくぇかぇ» 
いぇゃっさてうかぇしぬ すけつくにき せょぇさけき ╉うさうかかぇ ′っ-
さけゃくけゅけ. 

′ぇ こけしかっょくうた きうくせすぇた ゃしすさっつう すさっ-
くっさ ゅけしすっえ こけょょっさあぇか うくうちうぇすうゃせ しゃけっゅけ 
ゃさぇすぇさは – こけきけつぬ こけかっゃにき うゅさけおぇき, つすけぉ 
しさけゃくはすぬ しつひす. ′け ぇすぇおぇ くっ こけかせつうかぇしぬ, う 
ねすうき ゃけしこけかぬいけゃぇかうしぬ くぇてう さっぉはすぇ. ╋はつ 
けおぇいぇかしは せ ╉うさうかかぇ ′っさけゃくけゅけ, おけすけさにえ ゃけ 
ゃすけさけえ さぇい こけさぇいうか ゃけさけすぇ  おけきぇくょに «╁╇╆-
99».

ぁすけ ぉにかぇ ゃけかっゃぇは こけぉっょぇ くぇてうた さっぉはす. 
¨くぇ ゃぇあくぇ ょかは くうた う こしうたけかけゅうつっしおう おぇお  
さぇょけしすくにえ ぇおす ゃ いぇゃっさてっくうっ  こっさゃっくしすゃぇ. 
╃ぇ う ゃ ちっかけき こけしかっょくうえ すせさ  しかけあうかしは ょかは 
くうた くっこかけたけ. 〉 くうた つっすにさっ こけぉっょに う ょゃぇ 
こけさぇあっくうは. ‶さう ねすけき しかっょせっす うきっすぬ ゃ ゃうょせ, 
つすけ せ くぇし ゃ おけきぇくょっ きぇかぬつうおう 1999 ゅけょぇ 
さけあょっくうは, ぇ しけこっさくうつぇのす けくう ゃ けしくけゃくけき 
し すっきう, おすけ うた くぇ ゅけょ しすぇさてっ.  ]っゅけょくは  うた 
きっしすけ ゃ  しっさっょうくっ すぇぉかうちに こっさゃっくしすゃぇ, ぇ 
くぇ しかっょせのとうえ ゅけょ っしすぬ ゃしっ てぇくしに せゃうょっすぬ 
くぇてうた さっぉはす ゃ こさういひさぇた. 

╁ きうくせゃてうっ ゃにたけょくにっ すぇおあっ こさけたけょうかう 
うゅさに こけ きうくう-そせすぉけかせ くぇ こっさゃっくしすゃけ [けし-
しうう  ゃけ ゃすけさけえ かうゅっ しさっょう ゃいさけしかにた.  〈せさ 
しけしすけはかしは ゃ 〈のきっくう. ′ぇてぇ おけきぇくょぇ «┿さ-
しっくぇか う ╉» せしすせこうかぇ おけきぇくょぇき ゅけさけょけゃ  
]せさゅせすぇ (3:5) う ¨きしおぇ (4:7), ぇ ゃにうゅさぇかぇ せ 
そせすぉけかうしすけゃ ′けゃけせさぇかぬしおぇ (4:3) う 〈のきっくう 
(5:1). ╊せつてうき うゅさけおけき ねすけゅけ すせさぇ こさういくぇく 
くぇて  くぇこぇょぇのとうえ う そせすぉけかぬくにえ すさっくっさ 
┿かっおしぇくょさ 《ぇょっっゃ.

┿ょさっしけゃぇゃ ゃけこさけし つうすぇすっかぬくうちに ゃ 
けすょっか 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 ╀╂¨, きに ゃにはしくうかう, つすけ し 
くけゃけゅけ ゅけょぇ こけょおけささっおすうさけゃぇくけ さぇし-
こうしぇくうっ ょゃうあっくうは う きぇさてさせすくけゅけ すぇお-
しう わ149, う ぇゃすけぉせしぇ わ148. ‶けねすけきせ, 
╁っさけくうおぇ, しょっかぇえすっ こけきっすおう ゃ しすぇさけき 
さぇしこうしぇくうう.

[ぇしこうしぇくうっ ょゃうあっくうは 
ぇゃすけぉせしぇ わ148
¨す ぇゃすけしすぇくちうう: 6.15, 8.30, 10.30, 

13.55, 16.15, 18.45

¨す こかけとぇょう 〉さぇかきぇてぇ: 7.05, 
9.30, 11.30, 14.55, 17.30, 20.00

〈ぇお たけょうす ぇゃすけぉせし ゃ さぇぉけつうっ ょくう. ╁ 
ゃにたけょくにっ こっさゃにえ さっえし し ぇゃすけしすぇくちうう ゃ 
6.30, けぉさぇすくけ ゃ 7.15. ‶けしかっょくうえ し 〉さぇか-
きぇてぇ – ゃ 19.30. 

[ぇしこうしぇくうっ ょゃうあっくうは 
きぇさてさせすくけゅけ すぇおしう わ149
] ぇゃすけしすぇくちうう: 6.40, 8.00, 12.00, 

13.50, 15.40, 17.20
¨す こかけとぇょう 〉さぇかきぇてぇ: 7.25, 

9.20, 12.50, 14.50, 16.30, 18.20



]╃┿╋
• おゃぇさすうさせ くぇ ょかうす. しさけお させししおけえ しっ-
きぬっ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• つぇしすぬ けそうしぇ, っしすぬ きっぉっかぬ, けたさぇくぇ, 
すっかっそけく, うくすっさくっす. 8-912-24-59-989.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-902-87-
44-311, 8-908-91-03-795.
• おけきくぇすせ, おゃぇさすうさせ, ょけき. 〈っか. 
8-902-87-44-311, 8-908-91-03-795.
╉〉‶╊ぃ

• おけきくぇすせ. 〈っか. 8-905-80-05-585.
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈っか. 8-902-
87-44-311, 8-963-04-10-718.
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ょけき, いっき. せつ-お. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• 2-おけきく. おゃ. せ/こ, くぇ ′╀‶, ぉにしすさにえ 
さぇしつっす. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• ょけき うかう いっきっかぬくにえ せつぇしすけお.  
〈っか. 8-912-66-48-020.
• ょけき, いっき. せつ-お うかう きっくはの. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• 2-おけきく. おゃ. うかう さぇししきけすさの ゃぇさうぇく-
すに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 3-おけきく. おゃ., せ/こ, ]けゃっすしおうえ きおさく, 
うかう きっくはの. 〈っか. 8-904-38-34-454.

╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 2, 
+ おけきく. くぇ 2-おけきく. おゃ., せ/こ, (′╀‶). 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• ょけき, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, くぇ おゃ-させ + ょけ-
こかぇすぇ. 〈っか. 8-963-04-10-718. 
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6┿, き/し, 11 き2, 

4/5, おうさこ., しけしす. けすか. 『. 100 す.さ. 〈っか. 

8-963-04-10-718. 

• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6┿, きぇかけしっきっえおぇ, 

17, 4 き2, 3/4, おうさこ., つ/こ, ゃ おけき-すっ 

ょせて, ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ. 『. 740 す.さ. 

〈っか. 8-963-04-10-718.

• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 11 き2, せか. 

┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 5/5. 『. 680 す.さ. 〈っか. 

8-904-38-34-454.

• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 16,7 き2, せか. 

╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 5/5, おうさこうつ.,  

かけょあうは 6 き2. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-908-

90-30-722.

• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 17 き2, せか. 

┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 5/5, ぉぇかおけく. 『. 870 

す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.

• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 15, き/し, 10 き2, 

2/2, つ/こ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-908-90-

30-722.

• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 17, こ/き, 17,5 き2, 

2/2, おうさこうつ., つ/こ. 『. 850 す.さ. 〈っか. 

8-908-90-30-722.

1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ̈ ゃけとくけっ けすょ., 12, せ/こ, 36/17/9, 2/3, 
おうさこ., ぉぇかおけく, 』‶. 『. 1450 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 14, 
ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは, 30/17/6, 1/2, ゅぇい, 
"たさせと.", しすっおかけこぇおっす, ょせて. おぇぉうく. 
『. 600 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ ゅ. 
╀っさひいけゃしおけき. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, しこっち. 
こさけっおす, 35,4/18/10, 4/6, おうさこ., 
かけょあうは 6 き, つ/こ, けすか. けすょっかおぇ. 『. 
1990 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 14, 31,5/18/6, 
"ぉさっあ.", 5/5, おうさこうつ. 『. 1450 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ]すさけうすっかっえ, 7, "たさせと.", 44/29/6, 
おうさこうつ., 3/5, ぉぇかおけく. 『. 1650 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, おうさこ., 
46/28/6, おけきくぇすに ういけかうさ., おぇこ. さっ-
きけくす ょけきぇ, つ/こ. 『. 1800 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 4/5, こぇくっかぬ, 
44/30/6, しすっおかけこぇおっす, ておぇそ-おせこっ. 『. 
1850 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.
• せか. ╉けしにた, 5, 32/18/5, 2/5, こぇくっかぬ, 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1850 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3┿, 2/4. 『. 1650 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
4/6, 93 き2 + かけょあうは 13 き2. 『. 3700 
す.さ. 〈っか. 8-912-24-59-989.
• きぇくしぇさょぇ, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 
6, し/こ, 78 き2, つ/こ. 『. 1967 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.
╄おぇすっさうくぉせさゅ, 2-おけきく. おゃ.
• せか. ╋. ]うぉうさはおぇ, 137, ちっくすさ, 2/7, 
45/28/6, ういけかうさ., ぉぇかおけく. 『. 2800 
す.さ. ╊うぉけ けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ ゃ ゅ. 
╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╀けかぬてぇおけゃぇ, 22, おけさこ. 4, 3/12, 
48/28/7, こぇくっかぬ, かけょあうは 6 き2. 『. 
2700 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╁けしすけつくぇは, 34, "ぉさっあ.", 48/30/6, 
ういけかうさ., 2/5, おうさこうつ, ぉぇかおけく. 『. 2500 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, こぇくっかぬ, せ/こ, 
64/41/9, 6/9, けすか. しけしす. 『. 2600 す.さ. 
〈っか. 8-904-38-34-454.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
し/こ, S – 118 き2, 4/6, おうさこうつ, 2 かけょ-
あうう, つ/こ. 『. 4600 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 7, "ぉさっあ.", 
54/38/6, 5/5, こぇくっかぬ, つ/こ. 『. 1900 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722. 
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 6, 57/40/7, 2/2, 
ぉさせし, つ/こ. 『. 1350 す.さ. [ぇししきけすさの 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-
454.
• くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
しこっちこさけっおす, 118 き2, 2/6, おうさこうつ, 2 
かけょあうう, つ/こ. 『. 4600 す.さ. 〈っか. 8-908-
90-30-722.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 7, せ/こ, 64/40/8,5, 
4/5, こぇくっかぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 
2650 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, 
ぉぇくは, しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. [っゃけかのちうけくくぇは, ぉさっゃっく., 
50/30/6, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい う 
ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ, 9 しけす. 
いっきかう. 『. 2100 す.さ. 〈っか. 8-904-38-
34-454.
• せか. ╁ぇえくっさぇ, ぉさっゃっく., ぉかぇゅ., 3 おけき-
くぇすに + おせたくは, くけゃ. ぉぇくは, ょっすしお. こかけ-
とぇょおぇ, くぇゃっし くぇ ょゃっ きぇてうくに, 6 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 3000 す.さ. 〈っか. 8-912-66-
48-020.
• せか. 8 ╋ぇさすぇ, ぉさっゃ., 36 き2, 8,5 しけす. 
ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは こけ 
せかうちっ. 『. 1950 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉさっゃっくつ., 51 き2, 2 おけきくぇすに + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 9 しけす. ゃ しけぉしす. 
『. 2400 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.  

]′╇╋〉
• おゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき.
╉〉‶╊ぃ
• しさけつくにえ ゃにおせこ 1-, 2-おけきく. おゃ., 
さぇしつっす くぇかうつくにきう.
‶[¨╃┿╋
• くっあうかけっ こけきっとっくうっ (こけょゃぇか), 
せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 65 き2. 『. 1800 す.さ. 
╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ.
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 20,4 き2, 1/2, 
こぇくっかぬ. 『. 800 す.さ.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 
36, 14,5 き2, 1/2, こぇくっかぬ. 『. 700 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. ╊けしうくおぇ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 1/4, 
おうさこうつ, 32,8/18,5/6, し/せ さぇいょっかぬ-
くにえ, ぉ/ぉ. 『. 670 す.さ.
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 24, 4/5, おうさこうつ, 
31/16/9, し/せ しけゃきっと., こ/かけょあうは いぇ-
しすっおかっくぇ, すっかっそけく, けおくぇ こかぇしす., ゃ 
おゃぇさすうさっ けしすぇっすしは おせたけくくにえ ゅぇさくう-
すせさ う ておぇそ-おせこっ, ょけき しょぇく 08.2008 ゅ. 
『. 1700 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿, 4/6, 
おうさこうつ, 34,4 き2, し/せ しけゃきっと., かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 1800 す.さ. 
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 4/10, きおさく 
[ぇょせあくにえ, きけくけかうす., 35,9/16/10, し/せ 
しけゃきっとっく., こ/かけょあうは. 『. 1800 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 19, 2/5, こぇ-
くっかぬ, 32,6/20/5,5, し/せ しけゃきっと., 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, すっかっそけく. 『. 
1530 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ′けゃゅけさけょちっ-
ゃけえ, 21, 14/16, こぇくっかぬ, 34,6/20/8, 
し/せ しけゃきっと., たけさ. さっきけくす. 『. 2450 
す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╉けしにた, 5, 1/5, こぇくっかぬ, 
43/26,5/6,7, おけきくぇすに ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっかぬく., ぉ/ぉ. 『. 1800 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15┿, 1/5, おうさこうつ, 
40,6/26,9/6, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく 
(せいぇおけくっく). 『. 1650 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, おうさこうつ, 
45,5/30,4/6, おけきくぇすに – ゃぇゅけく, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 1720 す.さ.
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 13, 1/3, おうさこうつ, 
40,9/28,5/6,1, し/せ しけゃきっと., ぉ/ぉ. 『. 
1600 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 4/5, こぇ-
くっかぬ, 53,5/29,3/8,8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
こ/かけょあうは. 『. 2150 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 1/10, きけくけ-
かうす, きおさく [ぇょせあくにえ, 58,5/40/11, し/せ 
しけゃきっと., おけきくぇすに ういけかうさ., かけょあうは. 
『. 2470 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, 3/3, こぇ-
くっかぬ, 77,9/40,9/10, し/せ しけゃきっと., 8 き2, 
ぉ/ぉ, ょっさっゃ. しすっおかけこぇおっすに, さっきけくす, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ うい 3-おけきくぇすくけえ おゃ-
さに せいぇおけくっくぇ. 『. 2300 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 
1/2, 50,4/26/10, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
おけきく. ういけか., ぉ/ぉ. 『. 1200 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 《せさきぇくけゃぇ, 
111, 12/16, こぇくっかぬ, 64/40/9, ょゃぇ し/せ, 
ょゃっ かけょあうう. 『. 3600 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 1/9, こぇくっかぬ, 
63,1/39,8/8,2, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 2450 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7ぇ, 3/6, おうさ-
こうつ, 58,1/36,1/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
おけきく. ういけかうさ., かけょあうは. 『. 2500 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 5/9, こぇくっかぬ, 
62,9/42/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 
いぇしすっおかっくぇ. 『. 2550 す.さ.
• せか. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 5, 3/5, こぇ-
くっかぬ, 51,5/37,7/6,3, し/せ さぇいょっかぬくにえ. 
『. 2100 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, つ/こ, 3/5, おうさこ., 
83,7/47,7/9, しけゃきっとっくぇ 1-おけきく. う 
2-おけきく. おゃぇさすうさに, 2 し/せ (1 し ょせてっ-
ゃけえ, 2-え し ゃぇくくけえ), ぉぇかおけく, かけょあうは. 
『. 3600 す.さ.
• せか. 』ぇこぇっゃぇ, 36, 1/3, おうさこうつ, 
77,5/46/10, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ., 
すっかっそけく, ゃにしけすぇ こけすけかおけゃ 3,20 き. 
『. 2200 す.さ.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

せか. ]すさけうすっかっえ, 4 
(“╀ういくっし-ちっくすさ”),

すっか. 4-37-97, 4-55-66;
せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6 «ぇ»,
すっか. 3-19-26, 3-25-13

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

¨¨¨ «╅╇╊〈¨[╂-
]╄[╁╇]»

ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ,
せか. 【うかけゃしおぇは, 13-2.

〈っか. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

あ〈し

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

Р Ы Н О К
′╄╃╁╇╅╇╋¨]〈╇, 〈[〉╃┿, 〉]╊〉╂

]さけつくけ おせこかの
1-おけきく. おゃぇさすうさせ.

〈っか. 8-908-91-03-795

╆っき. せつ-おう こけょ ╇╅] 
ゃ 1-けえ けつっさっょう おけすすっょあ. 
こけしっかおぇ "]すぇくけゃかはくおぇ" 

けす しけぉしすゃっくくうおぇ 
〈っか. 8-912-24-59-989

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう 
ゃ こ. "]っさっぉさはくくぇは さっつおぇ" 

けす 420 す.さ.
8-912-24-59-989

• せか. 9 はくゃぇさは, 48 き2, ぉさっゃっくつ., ゅぇい, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 3950 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.   
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 15 しけす., 
ゃ しけぉしす. ょけき 26 き2, しおゃぇあうくぇ, ゃけょぇ ゃ 
ょけきっ, ぉぇくは, くぇょゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 1350 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, ぉさっゃっくつぇすにえ, けぉ-
くっしっく おうさこうつ., 43 き2, 2 おけきく. + おせた-
くは, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは しかうゃ., ゅぇさぇあ, 72 
き2, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., きけあくけ こけょ ぇゃ-
すけしっさゃうし. 『. 2500 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけ-
ゃぇ, ぉさっゃっく., 30 き2 + かっすくうえ ょけきうお 
くぇ せつ-おっ し こっつおけえ (12 き2), ぉぇくは, 
11 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 2200 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉかぇゅけせしす., ょっさっゃ., 3 おけきく. + おせたくは, 
47 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 11,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., けぉきっく. 『. 3100 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• くけゃにえ, 2006 ゅ., せか. ╉. 『っすおうく, 
1-ねすぇあ., こっくけぉかけお, こかぇしす. けおくぇ, 
くけゃぇは ぉぇくは, けゃけと. はきぇ, 9 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., 2 こけょなっいょぇ お ょけきせ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
′っょけしすさけえ
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 60% ゅけすけゃくけしすう, 
こけょ おさにてっえ こっくけぉかけお, 2-ねすぇあくにえ, 16 
しけす. ゃ しけぉ., ゃけょぇ, ゅぇい, ちっくすさ. おぇくぇかういぇ-
ちうは. 『. 3300 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• おけすすっょあ (くっょけしすさけえ, ぉかけつくにえ), 
こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつくぇは, 
105 き2, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは. 
『. 2900 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
╉けすすっょあう
• せか. ]ゃけぉけょに, 2003 ゅ.こ., 110 き2, 2 
ねすぇあぇ, ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ, ぉぇくは, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく. 『. 6000 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
〉つぇしすおう
• いっき. せつ-お こけょ しすさ-ゃけ, せか. ╉うさけゃぇ, 
7,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ, おけききせく. こけ せかう-
ちっ. 『. 1600 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
1-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• いっき. せつ-お  し ゃっすたうき ょけきけき, 24 しけす. 
ゃ しけぉしす., こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• いっき. せつ-おう こけょ ╇╅] う ょぇつくけっ しすさけうす-
ゃけ けす 400 す.さ. 〈っか. 8-912-24-59-989.
• いっき. せつ-お ゃ お/し, ╀っかけはさしおうえ さ-く, こ. ╁. 
╃せぉさけゃけ, 8 しけす. ゃ しけぉしす., かっし, ゃけょけっき. 
『. 230 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
]ぇょに
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, いっしぇょ わ36, 3,5 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., ょけき 21 き2, さはょけき さっおぇ. 
『. 530 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• こ. 【うかけゃおぇ, しぇょ わ34, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに. 『. 670 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• しぇょ ゃ お/し "′うゃぇ", 4,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
ょけきうお 2-ねす., おけかけょっち, ねか-ゃけ. 『. 450 
す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき かっし, ゃけょけひき. 『. 300 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 8 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき ゃけょけひき. 『. 150 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ. せつ-お,  2-けえ おぇさぬっさ, ょっさっゃ. 
2-ねすぇあ. ょけき, 2 おけきく., おせたくは, 5 しけす., 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゃにたけょ お ゃけょっ. 『. 800 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
╂ぇさぇあう
• いぇ ╃╉ "]けゃさっきっくくうお", 24 き2, ねか-ゃけ, 
けゃけと. はきぇ しせたぇは. 『. 140 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• おぇこ. ゅぇさぇあ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, せか. ]っさけ-
ゃぇ, けたさぇくぇ, ねか-ゃけ. 25 き2. 〈っか. 8-908-
91-03-795.
• さ-く ちっくすさぇ, せか. ╊っくうくぇ, いぇ き-くけき 
"】せおぇさぬ", 20,5 き2, ねか-ゃけ, けすけこか., けた-
さぇくぇ. 『. 200 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 39,2 き2. 『. 1400 す.さ. 
〈っか. 8-912-24-59-989.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 120,2 き2, けすょっかぬくにえ 
ゃたけょ. 〈っか. 8-912-24-59-989.

′けゃにえ けそうし, 37 き2, 2 おけきくぇすに. 
『. 1850 す.さ.

〈っか. 8-912-24-59-989

1-おけきく. おゃ., せ/こ, ′╀‶.
〈っか. 8-908-90-30-722. ][¨』′¨.

╃けきぇ
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶さけっいあぇは, 
55┿, ょっさっゃはく., 36/27/6, 3 おけきくぇすに 
ういけかうさ., おせたくは, ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
せつぇしすけお 9,12 しけす. さぇいさぇぉけすぇく, つ/こ. 
『. 3100 す.さ.
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, ょっさっゃはく., 15 き2, 
こけょ しくけし, いっき. せつ-お 6 しけす. 『. 1550 す.さ.
• ]′〈 "ぅゅけょおぇ" わ43, 100 き2, うい 
ぉさせしぇ, けぉてうす しぇえょうくゅけき, 2010 ゅ. 
こけしすさけえおう, 3 おけきくぇすに, おせたくは, けおくぇ 
こかぇしすうお, しおゃぇあうくぇ, ゃけょけくぇゅさっゃぇ-
すっかぬ, ぉぇくは 40 き2. 『. 1575 す.さ.  
• せか. ‶. ╋けさけいけゃぇ, ょっさっゃ., 45 き2, 3 
おけきくぇすに, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは, ゃけょぇ, 
し/せ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, せつ-お 6 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2450 す.さ.
• せか. ╂けさくはおけゃ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 55 
き2, 4 おけきくぇすに, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ, せつ. 9 しけす. 『. 3100 す.さ.
• ゅ. ╁. ‶にてきぇ, こけし. ╉さぇしくにえ, ょっさっ-
ゃはくくにえ, 25,8 き2, 2 おけきくぇすに, おせたくは, 
ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい さは-
ょけき, せつ. 13 しけす. 『. 1610 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 『ゃっすけつ-
くぇは, 2-ねすぇあくにえ, 3 おけきくぇすに, 92 き2, 
ぉさせし, せすっこかうすっかぬ, しぇえょうくゅ, 2007 ゅ.こ., 
せつ-お 9,8 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 4100 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
42 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ, 6,69 しけす. 
いっきかう. 『. 1600 す.さ.
• せか. ╋けかけょひあくぇは, ょっさっゃはくくにえ, 
50,4/38 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 6,85 しけす. 
いっきかう. 『. 2060 す.さ.
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
52,9/38,2/8,7 き2, 3 おけきくぇすに, いっき. 
せつぇしすけお 6,28 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは. 
『. 2450 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃはくくにえ, あうかけえ, 
2000 ゅ. こけしすさけえおう, 72,5 き2 + きぇく-
しぇさょぇ, こっつ. けすけこかっくうっ, こっさしこっおすうゃぇ 
こけょおかのつっくうは ゅぇいぇ, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
くぇょゃけさくにっ こけしすさけえおう, 11,17 しけす., 
さぇいさぇぉけすぇく, ょけ ゃけょけひきぇ 600 き. 『. 
2100 す.さ. 
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, ぉさっゃっくつぇすにえ, 57 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 2 すっこかうちに, 12 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 2700 す.さ.
• せか. 】けさしぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ ょけき + 
ぉかけお, 60 き2, 4 おけきくぇすに, おせたくは, し/せ ゃ 
ょけきっ, ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, ゅぇいけゃけっ けすけ-
こかっくうっ, ゅけさはつぇは ゃけょぇ, せつぇしすけお 6 しけ-
すけお. 『. 3500 す.さ.
′っょけしすさけえ
• せか. ╉ぇかうくうくぇ, おけすすっょあ, S – 160 き2, 
2 ねすぇあぇ + きぇくしぇさょぇ, こっくけぉかけお こけょ 
おさにてっえ, いっきっかぬくにえ せつぇしすけお 7,9 しけす-
おう + ょっさっゃはくくにえ あうかけえ ょけき 30,5 
き2, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき (すった. せし-
かけゃうは こけかせつっくに), ぉぇくは. 『. 2400 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, S – 200 き2, 2 ねすぇ-
あぇ + ちけおけかぬ, おうさこうつ, ゃけょぇ, ゅぇい, 10 
しけす., ゃけいきけあくぇ うこけすっおぇ. 『. 7000 す.さ. 
〈けさゅ.
〉つぇしすおう
• こけし. ╋けくっすくにえ, ]′〈 "╀っさっいおぇ" 
わ81, ょゃぇ いっき せつ-おぇ, S – 21 しけす., ょけ-
きうお, ぉっしっょおぇ, ぉぇくは. 『. 760 す.さ.
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 950 す.さ.
• ]‶¨ わ 126 "《ぇいっくょぇ", 7,68 しけす. 『. 
280 す.さ.
• せつ-お し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょに
• さ-く ╃¨]┿┿《, お/し,  わ6, 5,5 しけす., しぇょけ-
ゃにえ ょけきうお 6 き2, ょゃっ すっこかうちに. 『. 480 す.さ.
• こ. 【うかけゃおぇ, おけか. しぇょ  わ8, いっき. 
せつ-お 2,4 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっすくうえ ゃけょけ-
こさけゃけょ, ょけき. 『. 330 す.さ.
• さぇえけく ╃¨]┿┿《, おけか. しぇょ  わ6, いっき. せつ. 
487 き2 ゃ しけぉしすゃ., しぇょけゃにえ ょけき うい ぉかけおけゃ 
22,9 き2, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 430 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, おけか. しぇょ  わ38, 4 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, ゃけょけひき, せつぇ-
しすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 850 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, ]‶¨ "《ぇ-
いっくょぇ" わ126, 744 き2, かっすくうえ ょけき 
う ぉぇくは うい ぉさせしぇ こけょ おさにてっえ, くっょけ-
しすさけえ, つ/こ. 『. 650 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, おけか. しぇょ, し/す "╋っ-
ょうお-2", せつ. 4 しけす., ょけき 30 き2, し きぇくしぇさ-
ょけえ, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 『. 700 す.さ.



╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ ゃぇさう-
ぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• ょけき うかう こさっょかけあせ ゃぇさうぇくすに けぉきっ-
くぇ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• しぇょ, いっき. せつぇしすおう うかう こさっょかけあせ ゃぇ-
さうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 
おうさこうつ, 3/5, ょけき こけしかっ おぇこ. さっきけく-
すぇ, 31/18/6, くぇ いっき. せつ-お ゃ ちっくすさっ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ, きけあくけ し ょけきうおけき. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• ょゃっ おけきく., 18,5 う 13 き2, 4/5 くぇ 
2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
•  おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけと. けすょ., 19 
き2, くぇ いっき. せつ-お ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
•  2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22, 
せ/こ, 54 き2 う 2-おけきく. おゃ., せか. ]こけさすうゃ-
くぇは, 4, 44/27/7 くぇ ょけき. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. ╋うさぇ, 5/5, 12 き2. 『. 600 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, ゃ ょっさっゃ. 
ょけきっ, 14 き2, おけさうょ. しうしすっきぇ. 『. 490 
す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 
けすょ., 12, 19 き2, 1/3, し ぉぇかおけくけき. 『. 
760 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 10, 
14 き2. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• おけきくぇすせ ゃ 4-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ, せか. ╀ぇさょうくぇ, 1, 1/5, S – 11, 2 き2. 
『. 780 す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 10, 
ういけかうさ., 14 き2 う 20 き2. 『. 1350 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.

╉せこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく
かのぉけえ しかけあくけしすう.

‶さうゃぇすういぇちうは いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ.

]╃┿╋ 
• 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 
たけさ. さっきけくす.
• こさけういゃけょしすゃっくくけっ こけきっとっくうっ, 
300 き2, さ-く 『っくすさぇ.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに
• おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 
15/4, 6/9, 14 き2, たけさ. さっきけくす. 『. 850 
す.さ. 
• おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃ-
しおぇは, 5, おうさこ., S – 14,4 き2, 3/3. 『. 
850 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 16, おうさこうつ, 
5/5, 30/17/6, こかぇしすうお. けおくぇ, 
こけきっくはくに ぉぇすぇさっう. 『. 1500 す.さ. 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• ゅ. ┿しぉっしす, せか. ╁. ╃けかけくうくぇ, 2/2, 
おうさこ., 30/16/6,6, ねか. こかうすぇ. 『. 350 
す.さ.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 4/4, 
30/18/6, ぉっい ぉぇかおけくぇ. 『. 1150 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, 2/2, ょっさっゃ., 
ゃ たけさ. しけしすけはくうう. 『. 850 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 4, おうさこ., 3/4, 
42/27/6, こっさっこかぇくうさけゃおぇ せいぇおけくっ-
くぇ, たけさ. しけしす., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1700 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 2, 2/5, おうさこ., 43/30/6, 
しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 22, 2/5, せ/こ, S – 
49/29/8, こけかせかけょあうは, しすっおかけこぇおっ-
すに. 『. 2150 す.さ.
• せか. ┿くせつうくぇ, 3, 41/26/6, 4/4, おけきく. 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 1650 す.さ. ╇かう きっくはの 
くぇ 1-おけきく. おゃ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 13, 1/3, おうさこ., 
55/46/-, こっさっこかぇくうさけゃぇくぇ ゃ 2-おけきく. 
おゃ. 『. 1850 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 2, 3/10, おうさこ., 
76/47/10, しこっちこさけっおす, こかぇしす. けおくぇ. 
『. 3400 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, こぇくっかぬ, 7/9, 
64/41/8,5, かけょあうは いぇしすっおかっくぇ, 
こかぇしす. けおくぇ, しっえそ-ょゃっさう. 『. 2575 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 4/5, おうさこ., 
60/42/6,5. 『. 2060 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23┿, せ/こ, 2/3, おうさこうつ, 66 き2, ぉぇかおけく, 
しゃけは こぇさおけゃおぇ. 『. 2350 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 2/3, 
おうさこうつ, せ/こ, 2 ぉぇかおけくぇ, 83/52/10,5. 『. 
2100 す.さ. 〈けさゅ.
╃けきぇ
• こ. ╀っいさっつくにえ (6 おき けす ╊けしうくおう), 
ょっさっゃ., 44,3 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 
20 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, ╊っしたけい, せか. ╀っ-
さっいけゃしおぇは, 45 き2, ゅぇい ゃ ょけきっ, 2 
こっつおう (させししおぇは う ゅけかかぇくょおぇ), 
ゅぇさぇあ いぇかうゃくけえ 3た4 (しきけすさ. 
はきぇ), ぉぇくは 4た3, 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしす. 『. 1500 す.さ.
• せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, くけゃにえ, ょっさっゃ., 54 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ, くけゃぇは ぉぇくは, ゃに-
ゅさっぉくぇは はきぇ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 3200 す.さ. 〈けさゅ. 

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ
くっょゃうあうきけしすう,

ゃ すけき つうしかっ けぉくぇかうつうゃぇくうっ 
しっさすうそうおぇすけゃ, さぇぉけすぇ し 

きぇすっさうくしおうき おぇこうすぇかけき. 
╉けくしせかぬすぇちうう ぉっしこかぇすくけ.

• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉくぇは, ょっ-
さっゃ., ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 13 しけす., せつ-お 
てうさけおうえ, せょけぉっく ょかは しすさけうすっかぬしすゃぇ, 
せかうちぇ ぇしそぇかぬすうさけゃぇくぇ. 『. 3000 す.さ.
• せか. 【おけかぬくうおけゃ, 35 き2, ゅぇい, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, 12 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 1700 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ‶うけくっさしおぇは (ゅけすけゃくけしすぬ 80%), 
S – 500 き2, こけょゃぇか, ゅぇい, ゃけょぇ, ねかっお-
すさうつっしすゃけ 380 ╁, ゃにゅさっぉくぇは はきぇ.
》けい. ぉかけお: S – 150 き2, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ 4た6, ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは ゅけしすっゃぇは 
おゃぇさすうさぇ (ゅけすけゃぇは お こさけあうゃぇくうの), 
ぉぇくは, 13,8 しけすけお ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 18000 す.さ.
• せか. ╃けぉさけかのぉけゃぇ, おうさこうつ, 3 ねすぇあぇ 
+ ちけおけかぬ, 260 き2, 2 しぇくせいかぇ, すっこかにっ 
こけかに, いうきくうえ しぇょ, ぉぇくは 4た5, ゅぇさぇあ 
くぇ 2 ぇゃすけ, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく, しゃけは ねかっおすさけしすぇく-
ちうは. 『. 12500 す.さ.
]ぇょに
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ3, ょけき てかぇ-
おけいぇかうゃくけえ, ぉっい ゃくせすさ. けすょっかおう, 40 
き2, 4 しけす. いっきかう. 『. 250 す.さ.
〉つぇしすおう
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさ. ょけき 24 き2, けすけこか. こっつくけっ, ねか-
ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 15,4 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 1500 す.さ. 〈けさゅ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, こっさ. ╉けさけすおうえ, 15 
しけす. いっきかう. 『. 600 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 8 しけす. いっきかう. 『. 750 す.さ.
• さ-く ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. 】けさしぇ, 6 
しけす. いっきかう. 『. 1500 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╆ぇさっつくぇは, 12 しけ-
すけお ゃ しけぉしす. 『. 900 す.さ.
• せか. ╆うきくはは, くっょけしすさけえ, S – 9た15 
き2, ちけお. ねす., こっさっおさにす こかうすぇきう, 10,5 
しけす. ゃ しけぉ-すう, おけききせくうお. こけ せかうちっ. 
『. 2900 す.さ. ╇かう きっくはの.
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ, 59, 
おうさこ., S – 246 き2, せつ. 18 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 4100 す.さ.
• 〈せさぉぇいぇ "╉せさぬう", ゅ. ]せたけえ ╊けゅ, 110 
おき けす ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, 18 しけす. いっき., 
3 ゅぇ ゃ ぇさっくょっ, 2 おけさこせしぇ こけ 70 き2, 
VIP-ょけき し おぇきうくけき, ぉぇくは, ぉっしっょおぇ 
くぇ 20 つっかけゃっお. 『. 4100 す.さ.
• ╀╋╃╉, 300 き2, うかう しょぇき ゃ ぇさっくょせ. 
(150 させぉ. いぇ 1 き2).

]さけつくにえ ゃにおせこ 1-, 2-おけきく. おゃ., 
ぉにしすさにえ さぇしつっす. 

〈っか. 8-902-26-24-408.

╉〉‶╊ぃ
• ╉けきくぇすせ ゃ けぉとっあうすうう.
• 1-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ けぉきっく.
• 2-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ′╀‶.
• 3-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ちっくすさ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 12, 5/5, 34/15/8. 
『. 1630 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 19, 4/5, 43/27/7, 
ぉっい さっきけくすぇ. 『. 1780 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, 60/42/6. 『. 
2300 す.さ.

せか. ┿くせつうくぇ, ょけき 2 
すっか. 4-12-36,

89049894877, 89506565476, 
89222123024, 89533861537

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «『╄′〈[»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 6ぇ,
けそうし 3.

〈っか. 4-91-29,
8-912-29-64-607

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ くっょゃうあうきけ-
しすう: おせこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく,
 ぉっしこかぇすくにっ おけくしせかぬすぇちうう, 

せしかせゅう くっいぇゃうしうきけゅけ けちっくとうおぇ.

• せか. ╉けしにた, 6,  1/5, 52/38/6. 『. 2100 
す.さ.
• せか. ╊っくうくぇ, 46, 2/3, 64/43/6,5, し 
さっきけくすけき. 『. 2700 す.さ. ¨ぉきっく くぇ 
1-おけきく. おゃ.
╃けきぇ
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, て./いぇか., 68 き2, 
3 おけきく., おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, けすけこか., 
ぉぇくは, せつ-お 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 3100 
す.さ. ╇かう さぇししきけすさの けぉきっく.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, ぉさせし, 80 き2, 3 おけき-
くぇすに, おせたくは, ぉぇくは,  せつ-お 13 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく. 『. 3600 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, こ./ぉか., けぉかうちけ-
ゃぇく おうさこうつけき, 140 き2, ぉぇくは, きぇしすっさ-
しおぇは.  〉つ-お 10 しけす. ゃ しけぉしすゃっく. 
『. 7 きかく. させぉ. 〈けさゅ. ¨ぉきっく.
• せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 175 き2, せつ-お 
8 しけす. ゃ しけぉ. 『. 5800 す.さ. 〈けさゅ. [ぇし-
しきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
•  せか. ╆っきかはくうつくぇは, おうさこうつ, 3 ねす., S – 
600 き2, せつ-お 15 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 
『. 16 きかく. させぉ. 〈けさゅ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさす., わ 31, 8,5 しけす., おうさこ. 
ょけき 30 き2, くけゃぇは ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 
ょゃっ すっこかうちに. 『. 1300 す.さ.
• こ. 【うかけゃおぇ, 5,5 しけす., かっすくうえ ょけ-
きうお,  ぉさっゃ. ぉぇくは, すっこかうちぇ. [はょけき 
きっしすけ ょかは おせこぇくうは. 『. 800 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, 18 き2, 3た6.
• ′╀‶, (いぇ しぇょぇきう てお. わ7), 24 き2. 
〈っか. 8-912-22-19-767.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, けゃけとく. はきぇ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 6た4, こかうすに, けゃけと. 
はきぇ, ねか-ゃけ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 8-912-22-
19-767.
′っょけしすさけえ
• せか. ‶っしけつくぇは, 240 き2, こっくけぉかけお/
おうさこうつ, せつ-お 9 しけす. 『. 4500 す.さ.

• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさう-
くぇ, 15/4, 9/9, 22,5 き2. 『. 970 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくにえ こけ-
しっかけお, 27, おうさこうつ, 2/2, 29/17/6, ぉぇか-
おけく, しけしす. しさっょくっっ. 『. 1050 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 52 き2, 1/2, 
せ/こ, ぉぇかおけく. 『. 1750 す.さ. ╁けいきけあっく 
けぉきっく. 〈っか. 8-953-00-35-491, 8-965-
51-88-305.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1, 72/48/10, 3/5, 
しこっち. こさけっおす, ねさおっさ くぇ 3 けおくぇ, ぉぇか-
おけく 10 き. 『. 2700 す.さ. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すさけうすっかっえ, 4, 2/2, 
おうさこうつ, 48/33/6, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4, 1/5, せ/こ, こ/
かけょあうは, 49/30/8,5. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, 40 
き2, ょっさっゃけ, せか. ‶けつすけゃぇは, 2, 2/2, こっつ. 
けすけこか. 『. 380 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, 1/5, おうさこうつ, 
45/30/6, おけきく. ういけか., しけしす. けすか., しすっおかけ-
こぇお., し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけくぇ, つ/こ. 『. 
2050 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703. 
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. ╀せかぇくぇて, 75/48/11, こ/き, ょけき 
おぇきっくくにえ, 1/2. 『. 750 す.さ. 〈っか. 8-953-
00-35-491.
• こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, せか. 
‶けつすけゃぇは, 2, 51 き2, 1/2, ょっさっゃけ, こっつ. 
けすけこか. 『. 480 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╃けきぇ
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 2 ゃたけょぇ, 3 
おけきくぇすに, 2 おせたくう, 2 しぇくせいかぇ, せつ-お 
12 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ, くぇょゃけさくにっ こけ-
しすさけえおう. 『. 4500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╋っぉっかぬとう-
おけゃ, ょっさっゃ., 3 おけきくぇすに + おせたくは, ぉ/せ, 
ぉぇくは, 6,7 しけすおう ゃ しけぉしすゃ. さぇいさぇぉけすぇ-
くに, こさうしすさけえ こけょ おさにてっえ う こ/ぉ ぉっい 
ゃくせすさ. けすょっかおう, 30 き2. 『. 3100 す.さ. 
〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っしくぇは, ょっさっゃ., 
22 き2, 18,5 しけす. 『. 1250 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• ゅ. ╀けゅょぇくけゃうつ, せか. ╉さぇしくけぇさきっえ-
しおぇは, てかぇおけぉかけお, ぉかぇゅけせしすさ., 3 おけき-
くぇすに + おせたくは, こけすけかおう 3 き, 12 しけす., 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 2 きかく.さ. [ぇししきけすさうき 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈けさゅ せきっしすっく. 
〈っか. 8-953-00-35-491.
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 3 
おけきく. + おせたくは, ゃにしけおうっ こけすけかおう, ゅぇい, 
ゃけょぇ, せょけぉしすゃぇ ゃ ょけきっ, しかうゃ. 〉つぇしすけお 
6 しけす. 『. 2300 す.さ. 〈けさゅ, ゃけいきけあっく 
けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, ょっさっゃ., 60 き2, 3 
おけき. + おせたくは, ゃけょぇ う ゅぇい ゃ ょけきっ, 20 
しけす. 『. 3150 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-
399, 8-912-64-98-029.
• 1/2 ょけきぇ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 1 お. + 
おせたくは, ょっさっゃ., くけゃにっ ぉぇくは う ゅぇさぇあ, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 8 しけす. 
『. 1300 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. 8 ╋ぇさすぇ, 
16 しけす., 30 き2, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ. 『. 750 
す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. [せょくうつ-
くぇは, ょっさっゃ., 86 ゅ. こけしすさけえおう, 2 ねすぇあ 
くっょけしすさ., こっつく. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 15 しけす., 
7 ゃ しけぉしすゃ. 『. 950 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, ょっ-
さっゃはく., けぉかけあっく おうさこ., 1 ねすぇあ 100 
き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇゅけせしすさけ-
っく., ゅぇい ゃ 2010 ゅ., ゅけしすっゃけえ ょけきうお, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 15 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 4500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 50 き2, 2 
おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ しけ-
ゃきっと., しすっおかけこぇお., 7 しけす., ぉぇくは, くぇょ-
ゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 2550 す.さ. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.

• せか. 【ぇたすっさけゃ, ぉかぇゅ., くけゃにえ, ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., 6 しけす., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 
ょけき し きっくぬて. こかけとぇょぬの. 
『. 2550 す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 2-ねすぇあ., 
1 ねす. おうさこうつ 20 き2 + ゃっさぇくょぇ, 2 ねす. ょっ-
さっゃ. 20 き2, こっつく. けすけこか., 12 しけす., ぉぇくは, 
ゃしっ こけしすさけえおう くけゃにっ. 
『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╉けすすっょあう
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 93/62/9, おうさこうつ, 
4 おけきくぇすに う おせたくは, すっこかにえ こけょ-
ゃぇか こけょ ゃしっき ょけきけき し けすょ. ゃたけょけき, 
ぉけかぬてけえ ゅぇさぇあ, こさけしすけさくにえ ょゃけさ し 
ょゃせきは ゃけさけすぇきう, せつ-お 11 しけす., そせく-
ょぇきっくす こけょ ぉぇくの. 『. 6500 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ぉかけお, 180 き2, 
2 ねすぇあぇ, ぉかぇゅけせしすさ., 10 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 『けおけかぬ 
こけょ ゃしっき ょけきけき.
『. 6500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
]ぇょに
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ 3 , 4 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さぇいさぇぉけすぇく ぉっい こけしすさけっお. 
『. 150 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ17, しぇょ. せつぇ-
しすけお, 2,5 しけすおう, さぇいさぇぉけすぇく, っしすぬ 
すっこかうちぇ う しぇさぇえ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• しぇょ "』っさっきてぇくおぇ", 12 しけすけお, ょけき 
ぉさせし. いうきくうえ, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく, 
くぇ せつぇしすおっ ぉぇししっえく う こぇさくうおう, さは-
ょけき かっし. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-912-64-
98-029.
• 44 おゃぇさすぇか, しぇょ こかけょけくけしはとうえ, 
5,7 しけすけお, せ ゃけょに, ょけさけゅぇ たけさけてぇは. 
『. 550 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.  
• さ-く 【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, おけか. しぇょ 
ゃ ゅけさけょしお. つっさすっ, 4,7 しけす. [ぇいさぇ-
ぉけすぇくくにえ, こかけょけくけしはとうえ, ぉぇくは, 
おけきく. けすょにたぇ し ぉぇかおけくけき, ぉっしっょおぇ, 
すっこかうちぇ, ゃけょぇ, しゃっす, けすょ. ゃたけょ, くぇ-
おけこうす. っきおけしすぬ ょかは こけかうゃぇ. 『. 500 
す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, お/し わ62, ょけき かっすくうえ, 
2 ねすぇあぇ, 10 しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ゃけょぇ, 
ねか-ゃけ, ゃけょけっき う かっし くぇ ゅさぇくうちっ せつ-
おぇ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. 【うかけゃおぇ, お/し わ89 "′うゃぇ", 
ょっさっゃ. 2-ねす. ょけき, ぉぇくは, しおゃぇあう-
くぇ, ゃけいきけあくけしすぬ こさけこうしおう, こっさ-
しこっおすうゃぇ ゅぇいぇ, 6 しけす., さはょけき かっし, 
ゃけょけっき. 『. 950 す.さ. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ10, せ-お せゅけか 
〈せこうおけゃけえ, ょけきうお し こっつくにき けすけこかっ-
くうっき, いっきかは さぇいさぇぉけすぇくぇ. 『. 600 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
〉つぇしすおう
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
ぉかうあっ お かっしせ, 10 しけす., そせくょぇきっくす, 
しおゃぇあうくぇ. 『. 1100 す.さ. うかう けぉきっく 
くぇ  おゃぇさすうさせ ゃ こけし. ╋けくっすくにえ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けかくっつくぇは, 
10 しけす. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 8-902-26-24-
408.
• 44 おゃぇさすぇか, ねかうす. しぇょ. せつぇしすけお, あう-
ゃけこうしくけっ きっしすけ, 10 しけす. 『. 700 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-953-00-35-491.
• こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╃させあうくくう-
おけゃ, 17,8 しけす., そせくょぇきっくす, ゃしっ おけき-
きせくうおぇちうう. 『. 1700 す.さ. ╇かう けぉきっく 
くぇ 2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-953-00-35-491.  
〈けさゅ.
• こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, こけし. ╊っしけいぇゃけょ-
しおけえ, せか. ╉させこしおけえ, 6 しけす., ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 1100 す.さ.  〈っか. 8-922-13-
18-399.
╂ぇさぇあう
• せか. ]すさけうすっかっえ, ゃ さ-くっ さにくおぇ. 〈っか. 
8-902-26-24-408.
• ぉけおし いぇ すせぉょうしこぇくしっさけき, おぇこう-
すぇかぬくにえ, 29 き2, ねか-ゃけ. 『. 350 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-24-408.
• 2 ゅぇさぇあく. ぉけおしぇ, こけ 30 き2 おぇあょにえ, 
ゃにしけおうっ, けゃけとく. はきに, うい ぉっすけくぇ, 2 
ゃなっいょぇ, しゃっす. 『.: 180 す.さ. う 240 す.さ. 
〈っか. 8-912-64-98-029.

¨ちっくおぇ くっょゃうあうきけしすう, 
ゅけすけゃくけしすぬ 1 ょっくぬ. 

〈っか. 8-912-26-70-758.

′¨╁¨]〈[¨╈╉╇
せか. ]こけさすうゃくぇは, 8
2-おけきく. おゃ., 55/28/10, おうさこ., 6/9, 
かけょあ. 『. 1980 す.さ.

3-おけきく. おゃ., 73/44/12, おうさこ., 9/9, 
かけょあ. 『. 2629 す.さ.

〉か. ]けかくっつくぇは
′けゃにえ ょけき うい ぉさせしぇ, 231 き2, 
ちけおけかぬくにえ ねすぇあ こっさっおさにす  
こかうすぇきう 100 き2, ゃにしけすぇ こけょ-
ゃぇかぇ 3,5 き, ゅぇい, ゃけょぇ, けおくぇ 
こかぇしすうお+ょっさっゃけ, こけか いぇかうゃくけえ, 
ね/ね-380╁, おさにてぇ きっすぇかかけこさけ-
そうかぬ, 18 しけす. いっきかう, ぉぇくは. ╁しっ 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 4900 す.さ. ╁¨╆╋¨╅′┿ 
[┿]][¨』╉┿, ¨╀╋╄′. 
〈っか. 8-912-26-70-758.
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〉つ-お こけょ こさけき. けぉなっおす, 4,7 ゅぇ, 
こ. ╊っくうくしおうえ, ゃけいきけあっく こけょゃけょ 
あ/ょ こせすっえ. 8-912-26-70-758.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 1 
すっか. 4-11-45, 3-48-95

ÎÎÎ ”ÊÎÌÔÎÐÒ”

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

]けこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
しけしすぇゃかっくうっ ょけゅけゃけさけゃ 

かのぉけえ しかけあくけしすう.
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╃╄╋╀╄╊を]╉╇╈ ┿╊を╀¨╋

』【『╅〉¨をぉ 
》╅〈っ【¨

╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ, けしすぇゃてうっしは こけ-
しかっ しかせあぉに ゃ ぇさきうう, きせあつうくに 

ぉっさっあくけ たさぇくはす ゃ しゃけうた ょっきぉっかぬしおうた 
ぇかぬぉけきぇた, おけすけさにっ けくう しけぉしすゃっくくけ-
させつくけ けそけさきかはかう ゃ おけさけすおうっ つぇしに 
しけかょぇすしおけゅけ ょけしせゅぇ.

┿かぬぉけき ′うおけかぇは ]すっこぇくけゃうつぇ ′ぇせきおうくぇ しょっ-
かぇく ゃ 1976 ゅけょせ. ╉さぇしけつくにえ ぇかぬぉけき しけかょぇす 
けそけさきかはか くぇ しかせあぉっ ゃ ╂╃[. [ぇいくけちゃっすくにき かぇ-
おけき う おさぇしおぇきう しけかょぇす さぇいさうしけゃぇか すうすせかぬくにっ 
しすさぇくうちに ぇかぬぉけきぇ, ぇ おぇあょぇは しすさぇくうちぇ し そけすけ-
ゅさぇそうっえ こっさっかけあっくぇ さぇいさうしけゃぇくくけえ おぇかぬおけえ. 
′ぇ くっえ ういけぉさぇあっくに きうくせすに ぉけは, ゃけっくくぇは すった-
くうおぇ, かのぉうきぇは, けあうょぇのとぇは ょけきぇ,  こっえいぇあう 
さけょくけゅけ ゅけさけょぇ. 

╃けつぬ ′うおけかぇは ]すっこぇくけゃうつぇ ┿くぇしすぇしうは 
ぃしせこけゃぇ たさぇくうす ねすけす ぇかぬぉけき きくけゅけ かっす, おぇお 
こぇきはすぬ けぉ せてっょてっき うい あういくう けすちっ, おぇお こさう-
きっさ ゃけうくしおけえ ょけぉかっしすう ょかは しけぉしすゃっくくにた 
しにくけゃっえ. 

]けゃさっきっくくぇは きけかけょひあぬ すけあっ 
しけ ゃしっえ しっさぬひいくけしすぬの こけょたけょうす 
お けそけさきかっくうの ぇかぬぉけきぇ. 

┿かっおしぇくょさ ╃っさゅぇつひゃ, しかせあうゃ-
てうえ ゃ [╁]′, こさっゃさぇすうか けぉにつくにえ 
そけすけぇかぬぉけき ゃ こさけういゃっょっくうっ ゃけ-
っくくけゅけ うしおせししすゃぇ. ¨ぉかけあおぇ, しかけゃ-
くけ しけかょぇすしおぇは そけさきぇ, くぇ けぉかけあおっ, 
おぇお くぇ ゅさせょう – きっょぇかう う けさょっくぇ, ぇ 
くけきっさ しゃけっゅけ せつっぉくけゅけ ちっく-
すさぇ ┿かっおしぇくょさ しぇき ゃに-
さっいぇか うい ょっさっゃぇ, ておせ-
さうか, こけおさにゃぇか かぇおけき.

くけきっさ しゃけっゅけ せつっぉくけゅけ ちっく-
すさぇ ┿かっおしぇくょさ しぇき ゃに-

]╉┿′╁¨[╃ ]¨╊╃┿〈]╉╇╈ ぃ╋¨[
╆ょさぇゃしすゃせえすっ, ゃに こけいゃけくうかう ゃ ゅけさゃけっく-

おけきぇす! 
╄しかう ゃに たけすうすっ しかせあうすぬ ゃ ぇさきうう – くぇ-

ぉっさうすっ いゃひいょけつおせ;
っしかう ゃに くっ たけすうすっ しかせあうすぬ ゃ ぇさきうう – くぇぉっ-

さうすっ さってひすおせ...

‶さうてひか こぇさっくぬ ゃ ゃけっくおけきぇす ゃ ぇさきうの 
こさういにゃぇすぬしは. ╄ゅけ しこさぇてうゃぇのす:

– ╉っき ゃ ぇさきうう ぉにすぬ たけつってぬ?
– ╊ひすつうおけき.
╁ ゃけっくおけきぇすっ さってうかう こけえすう こぇさっくぬおせ くぇ-

ゃしすさっつせ. ‶けしかぇかう っゅけ せつうすぬしは かっすぇすぬ, くけ せ くっゅけ 
くうつっゅけ くっ こけかせつうかけしぬ. ╇ ゃけす けこはすぬ ゃにいにゃぇのす 
っゅけ ゃ ゃけっくおけきぇす う ゅけゃけさはす:

– ╇いゃうくう, くけ かひすつうおけき すっぉっ くっ ぉにすぬ. ╁にぉう-
さぇえ ょさせゅうっ ゃけえしおぇ.

‶ぇさっくぬ こけょせきぇか う ゅけゃけさうす:
– 〈けゅょぇ は たけつせ しかせあうすぬ ゃ ‶╁¨.
– ‶けつっきせ うきっくくけ ‶╁¨?
– ╄しかう は くっ ぉせょせ かっすぇすぬ, くうおすけ くっ ぉせょっす かっすぇすぬ!

′けゃけぉさぇくっち ゃこっさゃにっ しっか いぇ けぉっょっくくにえ 
しすけか ゃ しけかょぇすしおけえ しすけかけゃけえ. ¨く こけしきけすさっか 
くぇ こけょぇくくせの すぇさっかおせ う しこさけしうか せ しっさあぇくすぇ:

– ╄しすぬ かう いょっしぬ おぇおけえ ゃにぉけさ?
– ╄しすぬ, – けすゃっすうか しっさあぇくす. – 》けつってぬ – ってぬ, 

たけつってぬ – くっ ってぬ.

]けかょぇす こけかせつぇっす こうしぬきけ けす かのぉうきけえ ょっ-
ゃせておう. 〈ぇ こうてっす, つすけ ゃしすさっすうかぇ ょさせゅけゅけ 
う こさけしうす ゃっさくせすぬ っひ そけすけゅさぇそうの. ¨こっつぇ-

かっくくにえ しけかょぇす しけぉうさぇっす ゃしっ くっくせあくにっ そけすけ-
ゅさぇそうう あっくとうく せ ゃしっゅけ ゃいゃけょぇ う こけしにかぇっす うた 
し いぇこうしおけえ: «╃けさけゅぇは, お しけあぇかっくうの は くっ きけゅせ 
ゃしこけきくうすぬ, おすけ うい くうた – すに. ‶けあぇかせえしすぇ, いぇぉっ-
さう しゃけの そけすけゅさぇそうの う ゃっさくう けしすぇかぬくにっ».

]っさあぇくす ゃにしすさけうか けすょっかっくうっ う ゅけゃけさうす:
– 〉 きっくは ょゃっ くけゃけしすう: きに ぉっあうき きぇさて-

ぉさけしけお, ゃこっさっょう – さはょけゃけえ ╇ゃぇくけゃ.
╁しっ けぉさぇょけゃぇかうしぬ, ゃっょぬ きっょかっくくっっ ╇ゃぇくけゃぇ 

ぉっゅぇっす すけかぬおけ つっさっこぇたぇ.
– ╁すけさぇは くけゃけしすぬ: ╇ゃぇくけゃ こけゃっょひす きぇてうくせ.

╁け ゃpっきは せつっぉくにた しすpっかぬぉ しけかょぇす ょけおかぇ-
ょにゃぇっす:

– 〈けゃぇpうと こpぇこけpとうお, しくぇpはょに おけくつうかうしぬ!
– ╁しっ ょけ っょうくけゅけ?

– 〈ぇお すけつくけ!
– ‶pっおpぇすうすぬ しすpっかぬぉせ!

‶けかおけゃくうお – しゃけっきせ いぇきっしすうすっかの:
«╆ぇゃすさぇ ゃ 10.00 こさけういけえょひす しけかくっつくけっ 

いぇすきっくうっ, つすけ しかせつぇっすしは くっ おぇあょにえ ょっくぬ.
╁っしぬ かうつくにえ しけしすぇゃ こけしすさけうすぬ さはょけき し おぇいぇさ-
きけえ, つすけぉに おぇあょにえ きけゅ くぇぉかのょぇすぬ ねすけす こさう-
さけょくにえ そっくけきっく. ╄しかう こけゅけょぇ ぉせょっす こかけたぇは う 
いぇすきっくうっ くぇぉかのょぇすぬ くっ ぉせょっす ゃけいきけあくけしすう, しけ-
ぉっさうすっ ゃっしぬ かうつくにえ しけしすぇゃ ゃ しこけさすいぇかっ.»

╆ぇきっしすうすっかぬ – おぇこうすぇくせ:
«╆ぇゃすさぇ ゃ 10.00 ぉせょっす しけかくっつくけっ いぇすきっくうっ. 

╄しかう こけえょひす ょけあょぬ, すけ っゅけ きけあくけ ぉせょっす せゃう-
ょっすぬ しくぇさせあう おぇいぇさきに, ぇ いぇすきっくうっ ぉせょっす こさけ-
うしたけょうすぬ ゃ しこけさすいぇかっ. ぁすけ しかせつぇっすしは くっ おぇあょにえ 
ょっくぬ.»

╉ぇこうすぇく – かっえすっくぇくすせ:
«‶け こさうおぇいせ こけかおけゃくうおぇ いぇゃすさぇ ゃ しこけさすいぇかっ 

ぉせょっす こさけういゃっょっくけ しけかくっつくけっ いぇすきっくうっ. ╄しかう 
こけえょひす ょけあょぬ, すけ こけかおけゃくうお けすょぇしす しこっちうぇかぬ-
くにえ こさうおぇい, つすけ しかせつぇっすしは くっ おぇあょにえ ょっくぬ.»

╊っえすっくぇくす – しっさあぇくすせ:
«╆ぇゃすさぇ こけかお こさけゃけょうす しけかくっつくけっ いぇすきっくうっ 

ゃ しこけさすいぇかっ, つすけ ぉせょっす おぇあょにえ さぇい, おけゅょぇ うょひす 
ょけあょぬ!»

]っさあぇくす – しけかょぇすぇき:
«╆ぇゃすさぇ ゃしっ せゃけかぬくっくうは けすきっくはのすしは うい-いぇ 

いぇすきっくうは こけかおけゃくうおぇ けす しけかくちぇ. ╄しかう ょけあょぬ 
こけえょひす ゃ しこけさすいぇかっ, つすけ しかせつぇっすしは くっ おぇあょにえ 
ょっくぬ, ゃしっき こけしすさけうすぬしは さはょけき し おぇいぇさきけえ.»

‶pぇこけpとうお うょひす こけ せかうちっ, ぇ くぇゃしすpっつせ 
っきせ しけかょぇす ゃ おpぇしくにた くけしおぇた. ‶pぇこけpとうお

けしすぇくぇゃかうゃぇっす っゅけ う ゅけゃけpうす:
– 〈けゃぇpうと しけかょぇす, こけつっきせ せ ゃぇし おpぇしくにっ くけ-

しおう, おけゅょぇ こけ 〉しすぇゃせ ょけかあくに ぉにすぬ かうぉけ つひpくにっ 
(こけょくうきぇっす けょくせ てすぇくうくせ), かうぉけ – いっかひくにっ 
(こけょくうきぇっす ょpせゅせの てすぇくうくせ)?

]すぇさてうくぇ せつうす しけかょぇすぇ ぉさけしぇすぬ させつくせの 
ゅさぇくぇすせ.

– ╁けす すせす おけかぬちけ. ╉ぇお ょひさくっすっ, ゅさぇくぇすぇ 
いぇてうこうす. 〈けゅょぇ う ぉさけしぇえすっ.

(¨すたけょうす ゃ しすけさけくせ.) ′せ, すはくうすっ いぇ おけかぬちけ!
– 【うこうす!
– ╀さけしぇえすっ!
– ╊けゃうすっ, すけゃぇさうと しすぇさてうくぇ!



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
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‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• 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

22 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-358
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╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, 
╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651
 8-904-38-38-387
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╊╄』╄′╇╄:
• 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

1 きぇさすぇ
し 11-00 ょけ 17-00 つぇしけゃ

ゃ ぉうぉかうけすっおっ
こ. ]すぇさけこにてきうくしお
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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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Ìû 

îòêðûëèñü!
｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû
｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196
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〈[╄╀〉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
[╄╉╊┿╋┿
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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
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[╄╉╊┿╋┿ せか. ╉けしにた, 8

‶ぇかぬすけ – 2011

Ìà>àçèí "Ìåõà"Ìà>àçèí "Ìåõà"Ìà>àçèí "Ìåõà"

]きけすさうすっ くけゃけしすう くぇ おぇくぇかっ 

«╁っお すっかっゃうょっくうは»
し こけくっょっかぬくうおぇ こけ こはすくうちせ, う うすけゅけゃにえ 

ゃにこせしお ゃ しせぉぉけすせ う ゃけしおさっしっくぬっ ゃ 
8 00, 15 00, 1800, 2030, 2300
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[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681
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〉╁┿╅┿╄╋｠╈ 
╃╋╇〈[╇╈ ′╇╉¨╊┿╄╁╇』!

╁にさぇあぇっき ╁ぇき うしおさっくくのの こさういくぇすっかぬくけしすぬ う 
しっさょっつくせの ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ いぇ けおぇいぇくうっ そうくぇくしけゃけえ 
こけょょっさあおう ゃ こさけゃっょっくうう けこっさぇすうゃくけゅけ かっつっくうは 
くぇてっえ ょけつっさう. ‶けいょさぇゃかはっき ╁ぇし し ╃くっき さけあょっくうは 
う こさぇいょくうおけき いぇとうすくうおぇ ¨すっつっしすゃぇ. ╅っかぇっき ╁ぇき 
いょけさけゃぬは, うくすっさっしくにた いぇきにしかけゃ う うた ぉかぇゅけこけかせつくにた 
ゃけこかけとっくうえ, はさおうた いくぇつうすっかぬくにた しけぉにすうえ, かうつくけゅけ 
しつぇしすぬは う ょぇかぬくっえてっゅけ こさけちゃっすぇくうは ¨¨¨ «╆ぇゃけょ 
しせたうた しすさけうすっかぬくにた しきっしっえ «╀[¨╆ぁ╉]». 

] せゃぇあっくうっき, しっきぬは ┿くすさけこけゃにた 

Ìèõàèë Áîÿðñêèé
8-912-24-46-678,  8-904-16-94-127,

3-20-03,  3-30-05,  3-23-92 (うあにてあ)
4-90-35 (ちかおあさぬけみ)
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]すせょうは しすうかは 
TREND

━┇┆〞┅┇┐┑-┎〞┏┇┉┋〞└┄┏
(┏┐┈┗┅┑┊┈, ┌─┊┈┟┆: 
┑│─┄┅━┍┛┅, fashion, 
┄┍┅│┍┛┅, │┅┗┅┐┍┈┅)

┐┑┇┊┇┐┑-┇┋┇┃┅┋┄┈┉┄┏
(┊┎┍┑┓┋├┒─┖┈┟, ┐─━┎┒─ 

┑ ┎━┐─┇┎┌, ┑┒┈┋┅┌, 
┊┎┐┏┎┐─┒┈│┍┛┉ ┈┌┈┄┆)

┃┇┆〞┈┌┄┏-┐┑┇┊┇┐┑
(┐─┇┐─━┎┒┊─ ┊┎┍┖┅┏┖┈┈, 

┑┎┑┒─│┋┅┍┈┅ ┊┎┌┏┋┅┊┒┎│, 
┏┎┄━┎┐ ─┊┑┅┑┑┓─┐┎│, 

┌┎┄┅┋┅┉)
┗┍┎┄┏

(┐┍┎┏┍━┍┅┃┄┌┇┄, 
┉┍┌┐┒┊┛┑〞┕┇┞)

╀にすぬ しすうかぬくにき – 
ねすけ TREND!

8-912-299-29-20
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 • 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
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‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• 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

22 ôåâðàëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-358
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╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, 
╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651
 8-904-38-38-387
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╊╄』╄′╇╄:
• 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
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]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
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1 きぇさすぇ
し 11-00 ょけ 17-00 つぇしけゃ

ゃ ぉうぉかうけすっおっ
こ. ]すぇさけこにてきうくしお
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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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｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû
｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196
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〈[╄╀〉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
[╄╉╊┿╋┿



4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 2/9, 76/9, かけょ-
あうは 6 き, し/せ さぇいょ., おけきく. ういけかうさ., しすっ-
おかけこぇお., しっえそ-ょゃっさう, しうゅく., たけさ. しけしす. 
『. 3000 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.
╃けきぇ
• こ. ╇いけこかうす, こっさ. ╉さにきしおうえ, 40 き2, 
2 おけきく. + おせたくは, ぉさっゃっく., こさうしすさけえ 
てかぇおけぉっすけく, こぇさ. けすけこかっくうっ, おけかけ-
ょっち ゃけ ょゃけさっ, 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃっく. 『. 
2150 す.さ. ╇かう さぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ くぇ おゃぇさすうさせ.
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╀っさっゅけゃぇは, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉかけお + ぉさせし, 150 き2, しおゃぇあうくぇ, 
こぇさけゃけっ けすけこかっくうっ, ょせて. おぇぉ., すせ-
ぇかっす, 7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす., かにあくは 
さはょけき, しけしくに, つうしすにえ ゃけいょせた. 『. 4500 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ぉさっゃ., 4 おけきくぇすに, 
おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 6 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ., しけしす. たけさけてっっ. 『. 
2400 す.さ.
• せか. ╁ぇさかぇおけゃぇ, ょっさっゃはく., ゅぇい ゃ 
ょけきっ, ゃけょぇ こけ せかうちっ, 10 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2200 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• せか. ]ゃけぉけょに, 40 き2, ぉさっゃっくつ., ゅぇい, 
ゃけょぇ, 2 おけきくぇすに, おせたくは, ぉぇくは, 10 しけ-
すけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ., てうさけおぇは せかうちぇ, 
こけ せかうちっ – ちっくすさぇか. おぇくぇか., せつぇしすけお 
おゃぇょさぇすくにえ, こっさっょ ょけきけき ぉけかぬてぇは 
こけかはくぇ. 『. 2300 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ 
1-, 2-おけきく. おゃ-させ.
• せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉさっゃ., 30 き2, 1 おけきく. 
+ おせたくは; ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. おぇくぇか. さは-
ょけき, 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1700 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ おゃぇさすう-
させ. [ぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, 2 ねすぇあぇ, 
6 しけす. いっきかう, こっつ. けすけこかっくうっ, かっすく. 
ゃけょけこさけゃけょ. 『. 1200 す.さ.
• せか. 】けさしぇ, 70 き2, 3 おけきく. + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす, ょせて. おぇぉうくぇ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, しすっおかけこぇおっすに, きっすぇかかけつっさっこ. 
おさにてぇ,  しけしす. たけさけて. 『. 2500 す.さ. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, ゅぇい, ゃけょぇ, 
2 おけきく., おせたくは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1500 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
57 き2, 3 おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 9 しけす. いっきかう. 『. 2400 す.さ.
• せか. ‶うけくっさしおぇは, 3 おけきくぇすに, おせたくは, 
こけょゃぇか, すせぇかっす, ゃぇくくぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, ぉけかぬてけえ ょゃけさ, てうさけおぇは せかうちぇ, 
7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃっく. 『. 2300 す.さ.
]ぇょに
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす. いっきかう, 
ょけきうお, ゃけょぇ, ねか-ゃけ. 『. 750 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, こっつくけっ 
けすけこかっくうっ, せつぇしすけお くぇ ゃけいゃにてっく-
くけしすう, ゃけいかっ さっおう. ぁか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 
さぇいさぇぉけすぇく, すっこかうちぇ, 4,5 しけす. いっきかう 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, 20 き2, せか. ┿くせつうくぇ, 
ねかっおすさ-ゃけ, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 270 す.さ.
• ゅぇさぇあ ゃ さぇえけくっ すせぉょうしこぇくしっさぇ. 
『. 400 す.さ.
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せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2ょ, けそ. 28.

〈っか. 8-912-208-70-34,
4-29-02

]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ., せ/こ, こ. ]けゃっすしおうえ.
╋╄′ぅぃ
• 3-おけきく. おゃ. くぇ 2-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ こけ せか. ╋うさぇ, 1, 3.
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ 
きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶, "たさせと.".
• 1-, 2-おけきく. おゃ, ′╀‶ うかう こ. ]けゃっすしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ., "ぉさっあ.", ゃ たけさ. しけしす., ょけ 
5 ねすぇあぇ, ′╀‶.
• 2-おけきく. おゃ.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ, せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 
12 き2, 4/5, おうさこうつ. 『. 520 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 4/5, こぇく., 
31/17/6, ぉぇかおけく, くけゃぇは ゅぇいけゃぇは おけ-
かけくおぇ. 『. 1470 す.さ.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 28, 2/2, おうさこ., 39 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, しぇくせいっか しけゃきっと., しけしす. 
たけさ. 『. 1260 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 20, し/こ, 67/40/10, おけきく. 
ういけか., 2 ねすぇあ, し/せ しけゃきっと., っゃさけさっ-
きけくす, けたさぇくはっきにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 
『. 3050 す.さ.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4┿, 
1/5, せ/こ, おうさこ., 53/32/10, おけきくぇすに 
ういけかうさ., くぇ さぇいくにっ しすけさけくに, っゃさけさっ-
きけくす (くぇすはあくにっ こけすけかおう, かぇきうくぇす, ゃ 
しぇくせいかっ おぇそっかぬ), けたさぇくぇ. 『. 2560 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]. ‶っさけゃしおけえ, 
115, 5/9, こぇく., おけきくぇすに ういけかうさ. 『. 
2500 す.さ.
• ′╀‶, せか. 』ぇこぇっゃぇ, 15, 5/5, こぇくっかぬ, 
66/39/12, ぉぇかおけく.
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15┿, 4 ねすぇあ, 
60/40/6, おうさこうつ, ゃけいきけあっく けぉきっく 
くぇ 1-おけきく. おゃ. うかう 2-おけきく. おゃ. [ぇし-
しきけすさの ゃぇさうぇくすに.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 14, 2/5, こぇくっかぬ, っゃ-
さけさっきけくす, 62/40/9. 『. 2770 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23┿, 2/3, おうさこうつ, しこっち. こさけっおす, 66 き2, 
ぉぇかおけく, せょぇつくぇは こかぇくうさけゃおぇ, っしすぬ いぇ-
おさにすにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 『. 2370 す.さ.
• ′╀‶, せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, 66/41/9, 
2/5, こぇく., おけきくぇすに ういけかうさ., こさけしすけさ-
くにえ おけさうょけさ, しぇくせいっか さぇいょっか., ぉけかぬ-
てぇは おせたくは, かけょあうは 6 き. 『. 2600 す.さ. 
• ゅ. ′っゃぬはくしお, せか. ╊っくうくぇ, 21, 2/5, 
おうさこ., 70/50/10, ぇゃすけくけきくけっ ゅぇいけゃけっ 
けすけこかっくうっ, しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, せ/こ, 5/5, 
60/40/8, かけょあうは 6 き, しけしす. たけさ.
『. 2450 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. 
おゃ., さぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, し/こ, ょゃせたせさけゃくっ-
ゃぇは, 2-3 ねすぇあう, 116,5/51/14, 2 ぉけかぬ-
てうっ かけょあうう, 2 しぇくせいかぇ (ゃぇくくぇ う ょせ-
てっゃぇは おぇぉうくぇ). 『. 4300 す.さ.
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せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., ゃっすたうえ ょけき うかう 
せつぇしすけお.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに
• ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 
18 き2, 2/5, ぉぇかおけく. 『. 850 す.さ.
• ゃ 5-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 
6┿, 18 き2, ょせて, くっょけさけゅけ. 『. 680 す.さ.

╋╄′ぅぃ

• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-おけきく. おゃ. 

(こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ). 〈っか. 8-902-26-

02-030.

‶[¨╃┿╋

2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 

• せか. ╀うかうきぉぇっゃしおぇは, 25/1, 7/12, 

62/45/10. 『. 2700 す.さ. 〈っか. 8-922-

17-99-230.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 

• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, おうさこうつ, 3/5, 

60/38/7,6, しけしす. たけさけてっっ. 『. 2450 

す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230.

• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, こぇくっかぬ, 9/9, 

64/44/7, しけしす. くけさき. 『. 2350 す.さ. 

〈けさゅ. 〈っか. 8-902-26-02-030.

╃けきぇ/おけすすっょあう 

• ょけき, せか. ╁ぇえくっさぇ, 63 き2, 4 おけき-

くぇすに, おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ. 『. 

2800 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.

• ょけき, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ (こ. ╉ぇかうくけゃ-

おぇ), せか. ]けょさせあっしすゃぇ, 45 き2, 6 しけす. 

いっきかう, しけしす. くけさき. 『. 2500 す.さ. 

〈っか. 8-902-26-02-030.

• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 46 き2, 16 しけす. 

ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは. 

『. 2800 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.

• せか. ╉っょさけゃぇは, 170 き2, ゃ すけき つうしかっ 

こけょゃぇか 80 き2, 1 ねすぇあ あうかけえ, ゃけょぇ, 

ねか-ゃけ, 11 しけす. 『. 3900 す.さ. ╇かう けぉ-

きっく くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ くけゃけしすさけえおっ, し 

ょけこかぇすけえ. 〈っか. 8-902-26-02-030.

• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╀けかぬくうつくぇは, こぇく./

ょっさっゃけ, 1 ねすぇあ + きぇくしぇさょぇ, 120 き2, 

ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃにゅさっぉ, 18 しけす., さはょけき 

かっし, ゃけょけっき. 『. 1800 す.さ. 〈けさゅ. 

〈っか. 8-922-17-99-230.

〉つぇしすおう

• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす., しけぉしすゃっく-

くけしすぬ, けたさぇくはっきぇは すっささうすけさうは, 

ょけさけゅぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ, ゅぇい, そせくょぇ-

きっくす, 12た12, くぇ ゃにしけおけき きっしすっ. 『. 

1300 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.

• こ. ╋けくっすくにえ, 15 しけす. ゃ しけぉしす., 

ゃけょぇ, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ. 『. 

950 す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230. 

╂ぇさぇあう

• せつぇしすけお わ 11, おぇこうすぇかぬくにえ, 

27 き2, はきに しきけすさけゃぇは う けゃけとくぇは. 『. 

110 す.さ. 〈っか. 8-922-19-44-752.

1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╊けしうくおぇ, 3/5. 『. 780 す.さ. ][¨』′ .̈
• こ. ╉っょさけゃおぇ. 『 1200 す.さ.
• こけし. ╀╆]╉-10, こぇくっかぬ, 16 き2, こ/ぉ. 
『. 650 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22, 
5/5. 『. 800 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
22, 3/5. 『. 1300 す.さ.
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 1/2, おうさこ., 
こけしかっ おぇこ. さっきけくすぇ, 39 き2, ょせて. 『. 
1400 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 
2/2, おうさこ. 『. 880 す.さ.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 2/4. 
『. 1500 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
おうさこうつ., 2/4. 『. 1230 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 3/9, 62/38/8. ╇かう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, せ/こ, 
64/40/8, ておぇそ-おせこっ, しっえそ-ょゃっさぬ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 1/9, たけさ. さっ-
きけくす. 『. 2400 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, ういけかうさ., 63 き2. 
『. 2200 す.さ.
• せか. ╉けしにた, 8, 1/5, 60/39/6, "ぉさっあ.". 
『. 1900 す.さ. ╁けいきけあくぇ うこけすっおぇ, 
かうぉけ けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ ]けゃっす-
しおけき + ょけこかぇすぇ.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, ょっさっゃ. 
1/2. 『. 850 す.さ.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 54/36/6, 
おうさこ. 『. 2100 す.さ.
• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
3/6, せ/こ, ]‶, おうさこ., 101,3/57,4/15, 2 
かけょあ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こけし. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 19, 
3/5. 『. 2150 す.さ.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 
48 き2, 3 しけす. いっきかう. 『. 1350 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえ-
ゅけさけょけゃぇ, ょっさっゃはく., けぉかけあっく こっくけ-
ぉかけおけき, 40 き2, ぉぇくは, 5 しけす. いっきかう. 
『. 1100 す.さ.
• ′╀‶, せか. ┿さきぇすせさとうおけゃ, 54 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, 6 しけす.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けしくけ-
ゃぇは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., くぇ おけくちっ せつ-
おぇ かっし. 『. 1400 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, 35 き2, 12 
しけす., ょっさ. ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい. 
『. 1200 す.さ.
• せか. ╉うさけゃぇ, ょっさっゃはくくにえ, ぉぇくは, 
ゅぇい. 『. 2300 す.さ.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす. いっきかう, 
しおゃぇあうくぇ, かっし. 『. 1200 す.さ.
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 8,5 しけす. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっくはの くぇ おゃぇさすうさせ. [ぇししきけすさの 
ゃしっ ゃぇさうぇくすに.
╉けすすっょあう
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 240 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 10 
しけす. 『. 6000 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, せか. ╂けさくぇは, きぇく-
しぇさょ., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇか., おさにす. ょゃけさ, 
ぉぇくは, 6 しけす. 『. 2500 す.さ. ╇かう けぉきっく.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, こっさ. 7-え ]っゃっさくにえ, 
くっょけしすさけえ, 220 き2, おうさこうつ, 8 しけす. 
いっきかう, しけぉしすゃっくくけしすぬ. 『. 4500 す.さ.
]ぇょに
• こ. ╊けしうくおぇ, 3 しけす. いっきかう, ねか., ゃけょぇ. 
『. 80 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, 6 しけす., ぉぇくは. 『. 150 す.さ.
•  44 おゃぇさすぇか, 3 しけす., ょけき し きぇく-
しぇさょ., ゃけょけっき. 『. 380 す.さ.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 6 しけす., 2-ねすぇあ. 
ょけき, 36 き2, ねか-ゃけ. 『. 380 す.さ.
• [っあっゃしおけえ すさぇおす, 17 おき, 4 しけす., 
2-ねすぇあ. ょけき, ょっさ., 6た6. 『. 550 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ し/す "[けょくうお", 7 しけす. 
いっき. 『. 350 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 10 しけす., 2-ねす. ょけき, 
ぉぇくは. 『. 500 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 4 しけす. 『. 130 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, 3 しけす. 『. 70 す.さ.

]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
]╃┿╋
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 
けすょ., 12. 〈っか. 8-909-70-32-322.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
╋╄′ぅぃ
• おけきくぇすせ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ くぇ あうかぬっ 
ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-912-20-87-034.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに 
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『うけか-
おけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, おけきくぇすに 
ういけかうさ., 21 き2, しけしす. たけさけてっっ, ゃけいきけ-
あっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『う-
けかおけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, ぉぇかおけく, 
おけきくぇすに しきっあくにっ, 23 き2, しけしす. たけ-
さけてっっ, ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. 
おゃ., し ょけこかぇすけえ. 『. 1100 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]せさうおけゃぇ, 
47 (さ-く ぇ/ゃけおいぇかぇ), 5/5, おうさこうつ, 
きぇかけしっきっえおぇ, 23,5/16,7, し/せ さぇいょ. 『. 
1450 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 7, 3/5, おうさこうつ, 
30/17/6, しけしす. しさっょくっっ. 『. 1450 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, 4/5, おうさこ., 
44,4/29/6, しぇくせいっか さぇいょ., おけきく. ういけ-
かうさ., しけしす. たけさけてっっ. 『. 1900 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, 4/4, 52,9 き2. 
『. 2000 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
〈っか.  8-902-26-02-271.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 8/9, 80 き2, さっきけくす. 『. 
3600 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271. 〈けさゅ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 7/9, こぇくっかぬ, 
58,2/37,8/7, し/せ さぇいょ., おけきくぇすに 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 2250 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, 
ぉぇかおけく, 2 しきっあくにっ, 2 ういけか., し/せ しけゃき., 
67,6/44,9/6,4 き2, しけしす. たけさけてっっ. 
『. 2300 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
╃けきぇ
• 1/3 ょっさっゃはくくけゅけ ょけきぇ, せか. 
╉けききせくに, 25 き2, せつぇしすけお 4 しけすおう. 『. 
850 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• 1/2 ょっさっゃはくくけゅけ あうかけゅけ ょけきぇ, 
′╀‶, せか. ]ぇょけゃぇは, 35 き2, 2 おけきくぇすに, 
ゅぇい, ゃけょぇ, せつ-お 3 しけすおう. 『. 1500 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
• せか. ╊っくうくぇ, ょっさっゃ., 80 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, せつ-お 12 しけす. 
『. 4000 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 
3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
╉けすすっょあう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
ゃ おけすすっょあくけえ いぇしすさけえおっ, 160 き2, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ, 
せつぇしすけお 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 『. 
6500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ 
ゃ くけゃけしすさけえおっ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╉けききせくぇさけゃ, 200 き2, おうさこ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ねか-ゃけ 
380, 6 おけきくぇす, しぇせくぇ, ゅぇさぇあ, 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, せつ-お 6 しけす. 
『. 7500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ねすぇあくにえ, 170 
き2, ぉかぇゅけせしすさ., くけゃにえ, せつ. 6 しけす., 
ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは. 『. 4200 す.さ. 
〈けさゅ. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ 
くぇ おゃぇさすうさせ. 〈っか. 8-912-20-87-034.

┿′ «╉╁┿[〈╇[┿. ╃¨╋. ¨《╇]»
′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 26,
2 ねすぇあ (ゃたけょ しけ ょゃけさぇ).

〈っか. 3-22-90,
8-912-246-92-50,

╊のょきうかぇ ┿ょぇきけゃくぇ,
8-912-268-71-85,
′うくぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ,
8-906-810-96-48,

′ぇすぇかぬは ┿かっおしぇくょさけゃくぇ
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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┿′ «╁╄[′╇╉»
╀にゃてうえ «[┿╁-╊〈╃»

′けゃけぉっさっいけゃしおうえ こけし., 
せか. 』ぇこぇっゃぇ, 41

〈っかっそけくに: 
8-908-90-31-708, 
8-902-26-24-785,

8-953-38-73-780, 3-13-22
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

〉つぇしすおう
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, いっき. 
せつ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 12 しけす. 『. 
700 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ おけか. しぇょせ "╃ぇかぬくうえ 
╀っさっいうす", 12 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 
『. 500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ おけか. しぇょせ "╃ぇかぬくうえ 
╀っさっいうす", 6 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 『. 250 
す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• お/し "ぃぉうかっえくにえ" こ. ╉っょさけゃおぇ, 6 
しけす., かっすく. ょけき, 3た6, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, 
ぉぇくは. 『. 450 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-
271.
• お/し, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす., ょけき 80 
き2. 『. 1200 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.

2 せつぇしすおぇ 11 き2 う 6 き2, こけょ 
いぇしすさけえおせ, ′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ. 

『っくぇ ょけゅけゃけさくぇは.

‶さけょぇき いっき. せつ-お, 
5 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす.

′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ
(ゃけょけこさけゃけょ, ゅぇい, ちっくすさ. おぇくぇかう-

いぇちうは こけ せかうちっ). 『. 1200 す.さ.

〉つぇしすおう 
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╀うかうきぉぇえ, ゃっすた. 
ょけき, 17 しけす., ゅぇい. 『. 630 す.さ.
• さぇぉ. こ. ╁. ′っえゃうくしおうえ, 11 しけす. ゃ 
おけすすっょあくけき こけしっかおっ, くぇ ゅけさっ せ かっしぇ, 
けつっくぬ あうゃけこうしくけっ きっしすけ, ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう. 『. 450 す.さ. 〈けさゅ. ][¨』′¨.
• こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす. 『. 850 す.さ.
• こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╄かけゃぇは, 18 しけす. 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, ゃ たけさ. あうゃけこうしくけき 
きっしすっ. 『. 550 す.さ.
• こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 6 
しけす. いっきかう, そせくょぇきっくす + ぉかけおう. 
『. 1430 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, さ-く 7 ておけかに. 『. 120 す.さ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ. 『. 80 す.さ. 〈けさゅ.
• ′╀‶, しきけすさけゃぇは, けゃけと. はきに, 6た8. 
『. 300 す.さ.

╇‶ 【〉〈¨╁ ぃ.╊.
〈っか. 219-56-27,
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶[¨╃┿╋
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1, 53 き2, おうさこうつ., 
くけゃにえ ょけき. 『. 25 す.さ./き2.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 150,9 き2, 
おうさこうつ., くけゃにえ ょけき. 『. 70 す.さ./き2.



]╃┿╋
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 8, 1/3, 
ぉっい きっぉっかう, くぇ ょかうす. しさけお. 『. 9 す.さ. + 
ゅぇい こけ おゃ.
• 2-おけきく. おゃ., せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 
4/5, し きっぉ., ょかうす. しさけお. 『. 13 す.さ. + ねか. 
ねく., ゃけょぇ こけ しつっすつうおせ.
• 3-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, ぉっい 
きっぉっかう, くぇ ょかうす. しさけお, させししおけえ しっきぬっ. 
『. 13 す.さ. + おけき. せしかせゅう.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. う ょけき ゃ ゅ. ╀っ-
さっいけゃしおけき う こさうかっあぇとうた こけしっかおぇた.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., しぇょ, ゅぇさぇあ ゃ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけき, ′╀‶ う こさうかっあぇとうた 
こけしっかおぇた. ][¨』′¨.
• 2-おけきく. おゃ., くぇ ′╀‶, "ぉさっあ.", ねす. 
2-4, おけきく. ういけかうさ., ぉぇかおけく. ][¨』′¨.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 4, 1/5, こぇく., S – 
31/17/6, し/せ しけゃきっと., しけしすけはくうっ たけ-
さけてっっ, おゃ. しゃっすかぇは, しぇくすった. くけゃぇは. 『. 
1450 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15, 3/5, こぇく., ゅぇ-
いけゃぇは おけかけくおぇ, S – 31/17,5/6, し/せ 
しけゃき., こけしかっ おけしきっすうつっしおけゅけ さっきけく-
すぇ, しぇくすった. くけゃぇは. 『. 1450 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╅けかけぉけゃぇ, 1, 1/3, 
おうさこ., しこっちこさけっおす, つうしすぇは けすょっかおぇ, 
S – 60/40/12, ねか. こかうすぇ, こ/かけょあ. いぇ-
しすっおか., しっえそ-ょゃ., おけきく. ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっか., ゃ ょけきっ うきっっすしは しこせしお ょかは 
おけかはしけつくうおけゃ. 『. 2369 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, 5/5, S – 63/40/7 
うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ ねすけき 
さ-くっ + ょけこかぇすぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 3/5, S – 63/40/6, し/せ 
しけゃき. ╉けきくぇすに: 2 – しきっあくにっ, 1 – ういけ-
かうさ., ぉぇかお. いぇしすっおかっく. 『. 2550 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 7/9, S – 63/40/7, 
し/せ しけゃきっと., かけょあ. いぇしすっおか. 『. 2500 す.さ.
╃けきぇ
• ょっさっゃ., ょゃせたおゃぇさすうさくうお (つぇしすぬ あうかけゅけ 
ょけきぇ), こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ‶さうゃけおいぇかぬくぇは, 
あうかぇは こかけとぇょぬ 42 き2 (ょゃっ おけきくぇすに, 
おせたくは, こっつおぇ, しっくおう), せょけぉしすゃぇ くぇ せかう-
ちっ, ゅぇいぇ う ゃけょに ゃ ょけきっ くっす, いっきかは 6 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 650 す.さ. ╇かう こけきっくはの し ょけ-
こかぇすけえ くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ こ. ╉っょさけゃおぇ.
• ょっさっゃ., ぉっい こっつおう, S – 24 き2, ゃ たけさ. 
しけしす., 12 しけす. ゃ しけぉしすゃ. (いっきかう こけ-
しっかっくうえ), すっこか., ぉぇくは, ゃしっ こかけょけゃ. 
ょっさっゃぬは. 『. 650 す.さ.
• ょっさっゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 3 おけきく., 
ねか. けすけこかっくうっ, ゅぇい, 8 しけす. いっきかう. 『. 
2100 す.さ.
〉つぇしすおう
• こけし. ╉ぇかうくけゃおぇ, 4 しけすおう ゃ おけか. 
しぇょせ わ11, ょけき かっすくうえ 5た4 (2 おけき.), 
うい ぉさせしぇ, ゃっさぇくょぇ うい しすっおかぇ, おさにてぇ 
こっさっおさにすぇ こさけそくぇしすうかけき, しおゃぇあう-
くぇ, ねか. ねくっさゅうは, しぇさぇえ うい ょけしけお 2た3, 
2 すっこかうちに, っしすぬ こけょゃぇかぬくけっ こけきっ-
とっくうっ, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬす., ゃしっ くぇしぇあ-
ょっくうは うきっのすしは. 『. 750 す.さ.
• せつ.  いっきかう, こ. ╋けくっすくにえ, おけか. しぇょ わ 
17, 282 き2, くぇ せつ. っしすぬ かっすくうえ ょけきうお, 
おけかけょっち, しぇあっくちに, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬ-
すうさ.  『. 115 す.さ.
• 8 しけす. ゃ おけか. しぇょせ  "╃ぇつくうお" こけ [っ-
あっゃしお. すさ., けおけかけ こ. ╋けくっすくにえ, ねか/
ねく., ゃけょに くっす. 『. 100 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 4た6 うい ╅╀╇, ′╀‶ (ゃ さ-くっ ぉぇししっえくぇ), 
ねか/ねく. っしすぬ. 『. 110 す.さ.

んぞ «ぢづだぱぎででごだぞんず-ゐñë、£Üçï¡óú»,  
Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 310 (3 ~ö.), öñ¿. 5-50-50, 5-50-07.

ぞí çïñ ÖÜç▲ñ ¡çíëöóë▲ äëñÑÜï½ÜöëñÖí ëíïïëÜô¡í, óäÜöñ¡í, Üß½ñÖ Öí çöÜëóôÖÜñ ¢ó¿áñ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 せか. 【うかけゃしおぇは, 30, けそ. 106.

 〈っか. 8-904-17-67-229
8-950-19-17-759

╉〉‶╊ぃ 
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ちっくすさ, ]けゃっすしおうえ 
きおさく. ][¨』′¨.
• しぇょ.
• いっき. せつぇしすけお こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
きけあくけ し ょけきけき.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ょゃっ しきっあくにっ おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 
せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 31 き2, おうさこうつ, 
4/5. 『. 1500 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゃくっ ゅけさけょぇ, けい. ]せくゅせかぬ, しっかけ [にぉ-
くうおけゃしおけっ, せか. ╃きうすさうっゃぇ, 7, 1/2, 
おうさこ., 30,5/18/6, ゃ 100 き けす けいっさぇ, 2 
しけす. いっきかう. 『. 800 す.さ. 
╃けきぇ 
• 〈┿〉′-》┿〉], せか. ]ゃけぉけょに, 120 き2, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき, 7 しけす. ′っょけさけゅけ.
• 1/2 ょけきぇ, ¨ゃけとくけっ けすょ., 40 き2, 2 
おけきく., おせたくは, ゃけょぇ, ゅぇい, さっきけくす, しすっ-
おかけこぇおっすに, ぉぇくは, せ-お 9 しけす.
• くぇ ぉっさっゅせ さっおう ‶にてきに, 48 き2, ぉさせし/こっ-
くけぉかけお し きぇくしぇさょけえ, くけゃぇは しぇせくぇ 30 き2, 
ゅぇさぇあ 60 き2 うい こっくけぉかけおぇ, せゅけかぬくけっ けすけ-
こかっくうっ (おけすっか), ゃけょぇ – しおゃぇあうくぇ, いぇゃっ-
ょっくぇ ゃ ょけき, せつぇしすけお 8,5 しけすおう, ゃ お/し わ36.
• せか. ╉. ╋ぇさおしぇ, 29 き2, 15,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく., ゅぇい, ゃけょぇ こけ せかうちっ, きけあくけ 
さぇいょっかうすぬ くぇ 2 せつ. 『. 2400 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, せつ. 10 しけす., 3 おけき-
くぇすに  + おせたくは, こけかくけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけ-
っくくにえ, さっきけくす, こかぇしす. けおくぇ. 『. 3900 す.さ.
]ぇょに
• くっょぇかっおけ けす 44 おゃぇさすぇかぇ, "[はぉうくせて-
おぇ", ょけき 40 き2, ぉさっゃくけ, し きぇくしぇさょけえ, 
こっつ. けすけこかっくうっ, 4,7 しけす., ぉぇくは, ゃけょけ-
っき, せたけあっく. 『. 1500 す.さ.
• いぇ 【うかけゃおけえ, "′ぇたけょおぇ", 5 しけす., 
かっすく. ょけき, しおゃぇあうくぇ. 『.  400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 7,5 しけす., せつ-お せたけあっく, 
ょけき し きぇくしぇさょけえ, ぉさっゃくぇ, ぉぇくは, 
しおゃぇあうくぇ, ぉぇししっえく, ゅけすけゃ ょかは いうき-
くっゅけ こさけあうゃぇくうは. 『. 1700 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ102, せつ-おう けす 6 
しけす., ぉっい こけしすさけっお, ゃ かっしせ. 
『. けす 120 す.さ. 
• "╃ぇつくうお", 8 しけすけお, せたけあっく, ょけき 16 き.
• こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.
• ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し "╊せつ-3", 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに, ょけき ぉさっゃっく. し きぇくしぇさょけえ, こっつく. 
けすけこか., 5 しけす., しおゃぇあうくぇ し こうす. ゃけょけえ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゃ 200 き けす しぇょぇ けいっさけ, こけょ-
たけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは おさせゅかにえ ゅけょ.
〉つぇしすおう
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 15 しけす., くっょぇかっおけ 
けす きっつっすう. 『. 1700 す.さ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 12 しけす., ゃっすた. ょけき, ゅぇい 
う ゃけょぇ こけ せかうちっ. 『. 1700 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 6*5, «╉うさけゃしおうえ», ねか-ゃけ, けゃけと. はきぇ.
• 6*4, «╉うさけゃしおうえ».
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¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすぬ いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ. 
¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ くっ-
ょゃうあうきけしすう. ‶さうゃぇすういぇちうは, 
しけゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけ-
ゃけお, しけこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃけ ゃ しせょっ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╉╁┿[〈╇[′¨╄ ╀ぃ[¨
«〈┿〈をぅ′┿»

せか. 〈けかぉせたうくぇ, 13, 
けそうし 60.  〈っか. 3-12-92, 

8-912-23-20-018, 
8-908-91-45-036 ╊のぉにっ ゃうょに しすさけうすっかぬくにた 

さぇぉけす, こさけっおすうさけゃぇくうっ, 
そせくおちうう いぇおぇいつうおぇ, ょういぇえく 
うくすっさぬっさけゃ, しけゅかぇしけゃぇくうっ 

ょけおせきっくすぇちうう, ゃしっ けこっさぇちうう 
し くっょゃうあうきけしすぬの.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «′┿ 〈╄┿〈[┿╊を′¨╈»
 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
 〈っか. 8-908-92-06-126, 

8-908-92-12-664

╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ.
• いっきっかぬくにっ せつぇしすおう うかう ょけきぇ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, 35,7/21,4/6 (こっ-
さっこかぇくうさけゃぇくけ ゃ 2-おけきく. おゃ.). 『. 1520 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 7/9, 63,3/40/8,5. 
『. 2450 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 26, 2/5, 58,4/42/6. 
╇かう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 9, 2/5, 48,4/34,5.
‶さけょぇき うかう けぉきっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ╉けしにた, 8, 60,5 き2, おせたくは – 15 き2 
(ぉにゃてぇは 4-おけきく. おゃ. し こっさっこかぇくう-
さけゃおけえ). ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
+ ょけこかぇすぇ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 2/5. ╇かう けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
╃けきぇ/おけすすっょあう
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 32 き2, 
ねか-ゃけ, こっつく. けすけこか., 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 700 す.さ.
• ょけき, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 
ょっさっゃ., 36 き2, ゃけょぇ, ねかっおすさ., いっきかは – 
16 しけす. 『. 2000 す.さ.
• ょけき, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, おぇきっくくにえ, 
74 き2, ぉかぇゅけせしすさけっく., ぉぇくは, ゅぇさぇあ, 6 
しけすけお いっきかう, ゃしっ ゃ たけさけてっき しけしすけは-
くうう. 『. 4500 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ]すぇくけゃぇは, せか. 1 ╋ぇは, 
こっつくけっ けすけこか., いっきかは 11 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 1270 す.さ.
〉つぇしすおう
• こ. ]すぇくけゃぇは, せか. ╉っょさけゃぇは, こけょ 
しすさけうすっかぬしすゃけ, 14 しけす., っしすぬ ぉぇくは.
╂ぇさぇあう
• こ. ╉うさけゃしおうえ, ゃにしけおうっ ゃけさけすぇ. 『. 
220 す.さ.
• こっさっせかけお ╉うさけゃしおうえ. 『. 120 す.さ.

おけか-ゃけ 

おけきくぇす
ぇょさっし

ねすぇあ/

ねすぇあっえ

こかけとぇょぬ けぉと/

あうか/おせた

ぉぇかおけく/

かけょあうは

ちっくぇ 

す.さ.
こさうきっつぇくうっ

‶[¨╃┿╅┿
1/1 せか. ╇しぇおけゃぇ, 7 1/9 51/17,1/18 かけょあうは 2050 っゃさけさっきけくす
1/1 せか. ]すさけうすっかっえ, 4┿ 3/9 33/21/8,2 かけょあうは 1720 くけゃぇは, し けすょっかおけえ
2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 1/5 51/31/8 ぉぇかおけく 2400 うょっぇかぬくけ こけょ けそうし
3/3 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1 9/9 64/40,6/8 かけょあうは 2500 たけさけてうえ さっきけくす
3/3 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 18 5/6 68,4/45,7/11,5 かけょあうは 4380 くけゃぇは, けすか. けすょっかおぇ

2/1
こ. ╉けしせかうくけ, 

せか. 〉さぇかぬしおぇは, 41
3/5 43,8/30/6 ぉぇかおけく 1700 たけさけてうえ さっきけくす

しぇょ
こ. 【うかけゃおぇ, お/し  

わ27
4 しけすおう 560

かっすくうえ ょけきうお 

22 き2, ねか-ゃけ, 

かっすくうえ ゃけょけこさけゃけょ

╁ 』ったうう う ╀けかゅぇさうう – あうかぇは う おけききっさつっしおぇは くっょゃうあうきけしすぬ

╉せこかの 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに
]くうきせ 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに

]ょぇき 1- う 2-おけきく. おゃ., こ. ]けゃっすしおうえ, ょかは しっきっえくけえ こぇさに

╇こけすっおぇ, こさうゃぇすういぇちうは 
おゃぇさすうさ う いっきっかぬくにた 

せつぇしすおけゃ.

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

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

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
んけす 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

[╄╉╊┿╋┿

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ┿おぇょっきうつっしおぇは, 24

すっか. 8-912-63-25-825

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 

îáù/æèë/

êóõ

áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2 Êîìíàòû â 3-õ êîìí.êâàðòèðå

Îâîùí. îòäåëåíèå, 

12
2/3 19 íåò 1 030 000 ð.

êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó 

ðàçä, ãàç.
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

ïîñ.ÁÇÑÊ, 11 1/1 15/8,8/6 íåò 700 000 ð.

îòä. âõîä, çåìëÿ ïîä 

îãîðîä, ãàç, âîäà, òóàëåò 

íà óëèöå, ÷/ï, ä/ã

8-950-550-59-78

Àê.Êîðîëåâà, 12 1/5 35/20/7 íåò 1 500 000 ð. ñ/ó ñîâì. Äîê. ãîòîâû. 8-950-550-59-78

Òåàòðàëüíàÿ, 2/1 2/10 36/19/11
ëîäæèÿ 

çàñò.
1 770 000 ð.

ñòåêëîïàêåòû, êàôåëü, 

åâðîîòäåëêà
8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 1 2/5 31/17/6 áàëêîí 1 570 000ð. ñòåêëîïàêåòû, æ/äâåðü 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 4 2/5 30/17/6
áàëêîí 

çàñò.
1 620 000 ð.

ñòåêëîïàêåòû, ëàìèíàò, 

õîðîøèé ðåìîíò
8-950-550-59-78

Áðóñíèöûíà, 2 3/9 33/17/7
ëîäæèÿ 

çàñò.
1 570 000 ð.

ñ/ó ðàçä. êàôåëü â 

âàííîé, ëàìèíàò, 

ëèíîëåóì

8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1/9 36/14/8 ëîäæèÿ 1 263 625 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8,9/9 37/16/8 ëîäæèÿ 1 318 575 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1/9 64/30/10 ëîäæèÿ 2 187 090 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 2/9 61/30/10 ëîäæèÿ 2 084 580 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5,7/9 65/30/10 ëîäæèÿ 2 212 590 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 66/31/10 ëîäæèÿ 2 267 330 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 63/31/10 ëîäæèÿ 1 162 100 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 28 5/5 52/37/6  1 950 000 ð. êîìíàòû èçîëèðîâàíû 8-950-550-59-78

Òåàòðàëüíàÿ, 22 8/9 65/35/8 ëîäæèÿ 2 347 000 ð. äîì íîâûé 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 7À 5/6 58/36/9 ëîäæèÿ 2 450 000 ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 78/48/11 2 ëîäæèè 2 814 000 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 22 5/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 923 000 ð. 1 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7/9 îáùàÿ 73,15 ëîäæèÿ 2 531 353 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 6/9 105/61/12 2 ëîäæèè 3 667 000 ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 4-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 110/67/12 2 ëîäæèè 3 749 000 ð. 4 êâ. 2010 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé ïëîùàäü, ì2
ïëîùàäü 

çåìëè, ñîò
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ïîñ. Ìîíåòíûé, óë. Ãîðíÿêîâ 2 400 16 5 450 000 ð.

êîðîáêà 30%, îáëèö. 

æåëòûé êèðïè÷, 

áàíÿ, ãàðàæ, ãàç, 

ñêâàæèíà, ýëåêòð.

8-950-550-59-78

Äîì, Çàâîäñêàÿ 1 75 6 4 500 000 ð.

äîì êèðïè÷íûé, 2 

ãàðàæà, ãàç + âîäà + 

öåíòð.êàíàëèçàöèÿ, 

íà ó÷àñòêå òåïëèöû, 

áàíÿ

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Çåìåëüíûå, ñàäîâûå ó÷àñòêè

Êîëëåêòèâíûé ñàä  «Ìåäèê»   4 370 000 ð.

ëåòíèé äîì ïîä êðûøåé-

íåäîñòðîé, ëåòíèé 

âîäîïðîâîä, ýëåêòðè÷åñòâî

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ ýòàæ ïëîùàäü, ì2 öåíà, ðóá îïèñàíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Ñïîðòèâíàÿ, 8 1 ýòàæ 64 2 200 000 ð. â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî 8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 öîêîëü 54 1 070 000 ð. ïîä ñêëàä, ìàñòåðñêóþ 8-922-29-84-636

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1 ýòàæ 110 3 658 000 ð. â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî 8-922-29-84-636

Òåàòðàëüíàÿ,16À öîêîëü/6 465 7 000 000 ð. ïîä îôèñ, ìàãàçèí. 8-922-29-84-636

ÀÐÅÍÄÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü.

Ñòðîèòåëåé, 4 3/5 18 10 000/ì2  8-922-29-84-636

¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃ. いっき. 
せつ-おけゃ. ¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ 
くっょゃうあうきけしすう, こさうゃぇすういぇちうは, しけ-
ゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけゃけお, しけ-
こさけゃけあょっくうっ しょっかけお.

╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-おけきく. おゃぇさすうさせ, ょけき.
‶[¨╃┿╋ ╇╊╇ ╋╄′ぅぃ
╉けきくぇすに
• せか. ╊ぇゅっさくぇは, 10, 1/2, 16 き2. 『. 630 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 5/5, おうさこうつ. 『. 
1500 す.さ.
• ╀けかぬくうつくにえ ゅけさけょけお, 1/2. 『. 1250 す.さ. 
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]すさけうすっかっえ, 7,  2/5, おけきく. 
しきっあ. ╇かう きっくはの くぇ 3-おけきく. おゃ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 20, 1/5, 62/46/6. 『. 
2300 す.さ.
╉けすすっょあう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, 261 き2, 11 しけす. いっき-
かう ゃ しけぉしす., さぇししきけすさうき ゃぇさうぇくす 
けぉきっくぇ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさすぇか, 4,7 しけす., ょっさっゃ. ょけきうお. 
『. 650 す.さ.

¨¨¨ «RESPEKT»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16
(ゃたけょ つ/い きぇゅぇいうく «〉のすくにえ ょけき»).

〈っか. 4-90-01,  8-908-92-71-559
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶[¨╃┿╋
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• ょけき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╇しぇおけゃぇ, ゅぇい, 
7 しけす. 『. 1600 す.さ.
• せつ-お, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす. 『. 750 す.さ.
• こ. ╇いけこかうす, "〈せさゅっくっゃ こぇさお", 17 しけす., 
500 き ょけ けい. 【ぇさすぇて. 『. 4800 す.さ.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 
«ÂÈÇÈÒ» 
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,

せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 31 ょ, けそ. 411. 
]けゅかぇしけゃぇくうっ 

こっさっこかぇくうさけゃおう.

〈っか. 8-904-54-90-113
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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╃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, 16.

╃け こっさっょっさあおう は てひか ゃ ょゃけえしすゃっくくにた つせゃ-
しすゃぇた: ゃけ-こっさゃにた, すさう しおかはくおう, ゃいはすにっ きくけえ 
«くぇ こさけぉせ», ゃっしっかけ いゃはおぇかう ゃ こぇおっすっ, くけ, し 
ょさせゅけえ しすけさけくに, しおけかぬおけ  は くっ こさうしきぇすさうゃぇか-
しは, ゃしっ きけう けぉなはゃかっくうは けしすぇゃぇかうしぬ ちっかにきう. ぅ 
ょぇあっ しこっちうぇかぬくけ すけさきけいくせかしは くぇ けしすぇくけゃおっ 
ぇゃすけぉせしぇ う こさうくはかしは すとぇすっかぬくけ ういせつぇすぬ しゃけひ 
あっ しけぉしすゃっくくけっ すゃけさっくうっ. ‶けしすけはゃ こぇさせ きう-
くせす, けすけさゃぇか けょうく «たゃけしすうお» し すっかっそけくぇきう. 
′っす, くうおすけ きけうき かのぉけこにすしすゃけき くっ いぇうくすっさっ-
しけゃぇかしは: しかうておけき せあ きくけゅうっ しっえつぇし つすけ-すけ こけ-
おせこぇのす-こさけょぇのす, つすけぉに けぉさぇとぇすぬ ゃくうきぇくうっ 
くぇ すけ, つすけ うき しけぉうさぇのすしは こけょぇさうすぬ ちっかせの しけ-
ぉぇおせ. ╇ おぇおせの! ぁた… ╁ すぇおうた さぇいょせきぬはた は つせすぬ 
くっ こさけこせしすうか しゃけえ こけゃけさけす, くけ けしすぇくけゃうかしは: 
くぇ しすけかぉっ くっ ぉにかけ きけっゅけ けぉなはゃかっくうは! ¨ぉさぇょけ-
ゃぇかしは ぉにかけ, くけ こけくはか, つすけ ねすけ – こっさゃにえ しすけかぉ 
せあっ こけしかっ しゃけさけすおう: いょっしぬ は くっ おかっうか. 〈ぬそせ, ぇ 
は-すけ さぇいきっつすぇかしは せあっ! 

╁ くぇてっえ «しけぉぇつぬっえ こさうしすぇくう», おぇお っひ けおさっ-
しすうか きっょぉさぇす, ちぇさうか おぇゃぇさょぇお, う こぇたかけ あぇさっくにき 
きはしけき. ╁しひ こけくはすくけ: くっ こさけこぇょぇすぬ あっ ょけぉさせ. 
〈さけっ ゃっさくにた ょさせいっえ うい つっすゃひさすけえ ぉさうゅぇょに しう-
ょはす いぇ ぉせすにかおけえ こっさっょ おせしおぇきう あぇさっくけゅけ きはしぇ, 
さぇいかけあっくくけゅけ くぇ ゅぇいっすおっ, ゃ おせさうかおっ, けしすぇかぬくにっ 
あっ, ゃうょうきけ, ゃけいかっ きぇくゅぇかぇ: すけ-すけ けすすせょぇ すぇおけえ 
てせき. ╀さけしうゃ こぇおっす ゃ こせしすけえ しすけさけあおっ, は し しけぉけえ 
いぇたゃぇすうか かうてぬ けょくせ しおかはくおせ う おけかぉぇしせ. ] すさっゃけ-
ゅけえ ゃ ょせてっ くぇつぇか こさうしきぇすさうゃぇすぬしは お おかっすおぇき. 
′け くっす, ゃしひ くけさきぇかぬくけ: ╃けぉさにえ せ しっぉは, かっあうす, 
しおけさぉくにきう ゅかぇいぇきう くぇ きっくは しきけすさうす. 

– ‶さうゃっす, ╃けぉさにえ, – くぇおかけくうかしは は お くっきせ, – 
′ぇ, は すっぉっ おけかぉぇしせ こさうくひし. 』すけ, くっ さぇょ? ′せ, くっ 
ゃうくけゃぇす あっ は, つすけ けくう しけぉぇつぇすうくせ あさせす, しおけすに! 
ぅ-すけ ゃっょぬ くっ っき! ぅ – すけかぬおけ すけ, つすけ う すに: おけさけゃけお 
すぇき ゃしはおうた ょぇ ぉぇさぇておけゃ. ╉せさうちせ っとひ かのぉかの, くけ 
すけかぬおけ っしかう けくぇ くっ «しうくはは»: すぇ すけかぬおけ ゃ しせこ. ′け 
ゃっょぬ う しせこ – ねすけ すけあっ たけさけてけ, ょぇ, ╃けぉさにえ? ╉せ-
てぇえ おけかぉぇしおせ, ゃけす すぇお, きけかけょっち. ╇いゃうくう, くけ しっ-
ゅけょくは こけゅせかはすぬ くっ こけかせつうすしは: しぇき しかにてうてぬ, つすけ 
すゃけさうすしは. ′っ たけつせ は, つすけぉに すに ねすけ ゃうょっか, すっぉっ あっ 
ゃしっゅけ つっすにさっ ゅけょぇ, ょぇ, ╃けぉさにえ? ╇かう すさう? 』すけ, 
しつうすぇすぬ っとひ くっ せきっってぬ, ょぇ? ‶さぇゃうかぬくけ: さぇくぬてっ, 
つっき ゃ しっきぬ かっす, いぇ おくうあおせ う くっ しぇょうしぬ: いさっくうっ 
うしこけさすうてぬ. ╊ぇょくけ, てせつせ, きけあっす, う こけゃっいひす くぇき 
し すけぉけえ, くぇせつせ すっぉは しつうすぇすぬ. ′っ いくぇの こけおぇ, おぇお 
ねすけ しょっかぇすぬ, くけ こけこさけぉせの こさうょせきぇすぬ: は-すけ くっ すけ 
つすけ ておけかせ いぇおけくつうか, くけ っとひ う すったくうおせき. 〈ぇお-すけ, 
╃けぉさにえ: は – せきくにえ, たけすぬ う ょせさぇお さっょおけしすくにえ. 
╊ぇょくけ, いぇゃすさぇ せ きっくは ょかは すっぉは ぉせょっす しのさこさうい, ぇ 
こけおぇ ょさにたくう, こっさっゃぇさうゃぇえ.

╁にえょは いぇ せゅけか, は こさうしゃうしすくせか: くうつっゅけ けくう 
しっゅけょくは さぇいぉせてかぇすうかうしぬ! ]さぇいせ ぇあ すさう ぉぇておう 
ゃけいかっ しすっくに ゃぇかはっすしは. ¨くう つすけ, けしすぇすおう きはしぇ 
さってうかう ょけきけえ いぇぉさぇすぬ? ‶けこさうゃっすしすゃけゃぇゃ こけつすう 
ゃっしぬ しけぉさぇゃてうえしは おけかかっおすうゃ, ゃにしすぇゃうか そせくそに-
さうお くぇ しすけか: 

– ぁすけ ゃぇき こけょぇさけお けす ]ぇておう-しけちうけかけゅぇ. 
– ╇ おぇお けく すぇき? – し おせしおけき ょにきはとっえしは かぇこおう 

こけょけてひか おけ きくっ ╋うたっえ, – ╇ つすけ すぇお きぇかけ?
′ぇさけょ しきけすさうす くぇ きっくは, かのぉけこにすしすゃせっす, くけ こけ 

ぉけかぬてっえ つぇしすう – くぇしつひす しこうさすぇ. ぅ くぇつぇか おぇお ぉに 
こけ しせとっしすゃせ:

– ]ぇておっ ゅけさぇいょけ かせつてっ, けく 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. ぅ ゅけゃけさうか し ょけおすけさけき, 
けく せゃっさはっす, つすけ ゃしひ ょけかあくけ ぉにすぬ たけさけてけ: くっ-
ょっかぬおせ っとひ こけゃぇかはっすしは – う ょけきけえ. 》けさけてうえ せ 
くうた きせあうお ょけおすけさ, は し くうき こけょさせあうかしは. ′ぇしすけは-
とうえ ょけおすけさ, いぇぉけすかうゃにえ すぇおけえ.

– 』っ すに くぇき こさけ ょけおすけさぇ-すけ! – こっさっぉうか きっくは 
╀っさっくょっえ, – 〈っぉは あっ こさけ しこうさす しこさぇてうゃぇかう!

– ┿ すに, ぉっさっくょっえしおぇは すゃけは きけさょぇ, くっ こっさっ-
ぉうゃぇえ, おけゅょぇ は ゅけゃけさの, – ょっきけくしすさぇすうゃくけ けすゃけ-
さぇつうゃぇのしぬ は けす くっゅけ, –  〈ぇお ゃけす, きせあうおう, ねすけす 
しぇきにえ ょけおすけさ しけゅかぇしうかしは きくっ こけ ょってひゃおっ こさけ-
ょぇすぬ ょゃっ おけさけぉおう しこうさすぇ, おぇお ゃに くぇ ねすけ しきけすさう-
すっ? ]こうさす おかぇししくにえ, きに し ╋うたっっき っゅけ せあっ こうかう, 
ょぇ, ╋うたっえ? ╉かぇししくにえ あっ しこうさす? ╁けす, おかぇししくにえ. 
╉けさけつっ, おすけ しけゅかぇしっく しけ しおうょおけえ ゃ ょゃぇょちぇすぬ 
こはすぬ こさけちっくすけゃ おせこうすぬ すぇおうた ゃけす そせくそにさうおけゃ, 
– けすけぉさぇか は せ ′うおう こせいにさひお, – ╆ぇこうしにゃぇえすっしぬ ゃ 
しこうしけお せ ╉けかぬおう, う こさうゃけいうすっ いぇゃすさぇ ょっくぬゅう. ぅ 
たけつせ… ╉けかはきぉぇ, すに つっゅけ すぇき ゃけいかっ きぇくゅぇかぇ いぇ-
しすさはか? ╇ょう しのょぇ, ょかは すっぉは あっ ゅけゃけさはす. 〈ぇお ゃけす, 
きせあうおう: は たけつせ いぇゃすさぇ ゃ さぇえけくっ けぉっょぇ しなっいょうすぬ 
ゃ ねすけす ょせさょけき う ゃしひ いぇぉさぇすぬ. ╉すけ くっ せしこっか – 
すけす けこけいょぇか. ╉けかぬおぇ, さぇししつうすにゃぇえ くぇ しけさけお 
こせいにさぬおけゃ. ぁすけす, – う ゃっさくせか しこうさす くぇ きっしすけ, – 
こさけぉせえすっ, ねすけ ょぇさけき. ╋うたっえ, ぉっさう し しけぉけえ きはしけ 
う こけてかう お すっぉっ ゃ しすけさけあおせ: ゃ くけゅぇた こさぇゃょに くっす.

– ┿ おぇお あっ? – う ゃっすっさぇく けゅかはくせかしは くぇ しすけか し 
くぇこうすおぇきう.

– ぁすけ すに こさぇゃうかぬくけ くぇこけきくうか: ょかは きっくは いぇ-
たゃぇすう たかっぉぇ う こぇさせ けゅせさつうおけゃ. ¨しすぇかぬくけっ っしすぬ: 
は こさっょせしきけすさうすっかぬくにえ. ╃ぇ, う ╉けかぬおっ しおぇあう, 
しおけかぬおけ すっぉっ しこうさすはておう くぇょけ, ぇ すけ くっ けしすぇくっすしは: 
ゃうょうてぬ, おぇお っゅけ けぉしすせこうかう? – う こけてひか ゃ おぇきけさおせ 
ゃけいかっ ゃなっいょぇ. 

‶け こせすう きっあょせ さはょぇきう おかっすけお すけかぬおけ さぇいゃひか 
させおぇきう こっさっょ ╃けぉさにき:

– 〈ぇお-すけ, ぉさぇす. ╅ういくぬ – ねすけ すっぉっ くっ おけかぉぇしぇ: 
くうおけゅょぇ くっ いくぇってぬ, おけゅょぇ けくぇ いぇおけくつうすしは. ╃ぇ う 
くう お つっきせ くぇき ねすけ いくぇすぬ: こさうょひす ゃさっきは, せいくぇっき, 
ぇ こけおぇ あうすぬ くぇょけ. ′っ ゅさせしすう, ╃けぉさにえ: ゃにおさせすうき-
しは. ╃け いぇゃすさぇ. 

‶けくぇつぇかせ せ くぇし し ╋うたっっき さぇいゅけゃけさ くっ かぇょうか-
しは: けく っか しけぉぇつおせ, けぉかういにゃぇは こぇかぬちに, いぇこうゃぇか 
しこうさすけき, は かうてぬ おせさうか う つうすぇか きけさぇかぬくにえ おけ-
ょっおし. ╇ おぇお ねすけ ゃしひ せきせょさはっすしは しけゃきっとぇすぬしは ゃ 
くぇてっき おけかかっおすうゃっ? ぅ うきっの ゃ ゃうょせ – きけさぇかぬ, 
ゃけょおぇ, う しけぉぇつぬっ きはしけ? ╃ぇ, おしすぇすう, くっ こさけしすけ ゃ 
おけかかっおすうゃっ, ぇ ゃ けょくけき, けすょっかぬくけ ゃいはすけき, つっかけ-
ゃっおっ, ゃ ╋うたっっ, お こさうきっさせ? ]けゃっさてっくくけ くっこけくはす-
くけ, くけ, くぇゃっさくけっ, くっ きけっゅけ ねすけ せきぇ ょっかけ. ′っす, 
ゃさせ: くっ せきぇ: せきぇ-すけ きくっ, きけあっす, う たゃぇすうかけ ぉに, 
しすさっきかっくうは こけくはすぬ きくっ くっょけしすぇひす, くっ ぇくぇかうすうお 
は, くっ うししかっょけゃぇすっかぬ. ′ぇおけくっち, おけゅょぇ ねすう さぇい-
きにてかっくうは きくっ けおけくつぇすっかぬくけ くぇしおせつうかう, すけあっ 
こけょくはか しすけこおせ:

– ╆ぇ せこけおけえ?
– ╃ぇゃぇえ, – けょけぉさうすっかぬくけ おうゃくせか たけいはうく, – 

》けさけてぇは しけぉぇつおぇ ぉにかぇ, しこぇしうぉけ っえ いぇ ねすけ. ╃ぇ, 

おしすぇすう: こけおぇ すに すぇき こけ ぉけかぬくうちぇき てかはかしは, すゃけ-
っゅけ ねさょっかぬつうおぇ いぇぉさぇかう, こさっょしすぇゃかはってぬ? ぅ-すけ 
せあっ ょせきぇか: ゃしひ, くっ あうかっち, けく あっ こけつすう くっょっ-
かの おぇお せ くぇし. ┿ すせす ゃいはかう う いぇぉさぇかう. ╁けす ゃっょぬ 
こけゃっいかけ-すけ! ‶さはきけ しぇきけきせ くっ ゃっさうすしは, けく あっ 
しこぇか し ゅけかけょせたう ゃしひ こけしかっょくっっ ゃさっきは, ぇ すせす こさう-
っいあぇっす ねすけす きせあうお くぇ «つっぉせさぇておっ», う ゃにぉうさぇっす 
うきっくくけ っゅけ! 

╃ぇ, しすにょくけゃぇすけ: し ╃けぉさにき は こさけ ねすけゅけ ねさょっかぬ-
つうおぇ う ょせきぇすぬ いぇぉにか. ┿ っしかう ぉに う ょせきぇか, つすけ 
ぉに ねすけ ういきっくうかけ? ╃ぇ さけゃくにき しつひすけき くうつっゅけ, すぇお 
つすけ けしすぇひすしは すけかぬおけ こかのくせすぬ う さぇしすっさっすぬ. ╁しった 
くっ こさけおけさきうてぬ, くっ けぉけゅさっってぬ, ょぇ う ゃさっょくけ ねすけ: 
きくっ ねすけゅけ ょけぉっさきぇくぇ いぇ ゅかぇいぇ たゃぇすぇっす, う くっ しすけ-
うす しっぉっ くっさゃに かうてくうきう こさけぉかっきぇきう すさっこぇすぬ. 

– ‶けょ しつぇしすかうゃけえ いゃっいょけえ さけょうかしは, いくぇつうす. 
┿ すに こけょ おぇおけえ? – う きっかぬおけき ぉさけしうか くぇ くっゅけ 
ゃいゅかはょ, ぉっしちっかぬくけ ゃっさすは くぇ しすけかっ しこうつっつくにえ 
おけさけぉけお, – ┿ は? 〈に いくぇってぬ? 〈に あっ ねすけす しすぇさにえ 
いぇゃっす つうすぇってぬ, ゅょっ ゃしひ けす くぇつぇかぇ ょけ おけくちぇ けこう-
しぇくけ, すぇお う けすゃっすぬ きくっ. 

– ╁っすたうえ, ぇ くっ しすぇさにえ, – ゃにおうくせか すけす おけしすぬ ゃ 
ゃっょさけ. ╆ぇすっき ゃにすっさ させおう け いぇくぇゃっしおせ, こけしきけすさっか 
くぇ かぇょけくう う こけきけさとうかしは, – ‶けかっえ, ぇ? ╁っょさけ ゃけく 
しすけうす, ょぇゃぇえ くぇ おさにかっつおっ, – う, すとぇすっかぬくけ こけきにゃ 
させおう, こさけょけかあうか, – 〈ぇお ゃ ねすけき ╆ぇゃっすっ すけかぬおけ 
こさけ すった かのょっえ くぇこうしぇくけ, おけすけさにっ つすけ-すけ しょっかぇ-
かう ねすぇおけっ, ゃっかうおけっ. ′っゃぇあくけ, たけさけてっっ うかう こかけ-
たけっ, くぇこかっゃぇすぬ, ゅかぇゃくけっ, つすけ ゃっかうおけっ, しかっょ けくう 
しゃけえ けしすぇゃうかう. ┿ きに おすけ し すけぉけえ? 』すけ すぇき きけあくけ 
こさけ くぇし し すけぉけえ くぇこうしぇすぬ? ╃ぇ, すに ′けゃにえ-すけ ╆ぇ-
ゃっす, つすけ は すっぉっ ょぇか, つうすぇか?

– ╁しっゅけ けょくけ ╄ゃぇくゅっかうっ, ゃ ゃにたけょくにっ っとひ こけ-
つうすぇの.

– ╋けかけょっち. ╇ おぇお すっぉっ? – う ゃくうきぇすっかぬくけ すぇお 
しきけすさうす.

ぅ ゃ さぇいょせきぬっ こけおぇつぇか ゅけかけゃけえ. ╆ぇおせさうか, う 
けこはすぬ こけこにすぇかしは くぇえすう おさぇしけすせ ゃ ょにきっ:

– ‶けてひか けぉなはゃかっくうは さぇしおかっうゃぇすぬ. ]きってくけ? 
╁けす う きくっ しきってくけ: おぇお しすせょっくす おぇおけえ-すけ, たけょうか 
う さぇしおかっうゃぇか. ¨ぉたけたけつってぬしは: おぇお ぉせょすけ いぇぉにか, 
ゅょっ う おっき は さぇぉけすぇの. ┿ すに おぇお, すけあっ さぇしおかっうゃぇか, 
おぇお けぉっとぇか?

╋うたっえ ゃくけゃぬ くぇこけかくうか しすぇおぇておう しぇきにき ゃけか-
てっぉくにき うい きっょうちうくしおうた こさっこぇさぇすけゃ. 〉かにぉぇはしぬ, 
さぇしこさぇゃうか すにかぬくけえ しすけさけくけえ かぇょけくう せしに, う こけょ-
くはか ょけいせ:

– 』すけぉ くぇき こけつぇとっ しきっはすぬしは: ねすけ こけかっいくけ. ┿ 
くぇ すけき しゃっすっ, ゅかはょうてぬ, う いぇつすひすしは. ╇ くっ ゅけゃけ-
さう, つすけ すに ょせてっゅせぉ, っさせくょぇ ねすけ. ╃ぇ, おしすぇすう, ぇ 
おぇお すに お ‶けくすうの ‶うかぇすせ けすくけしうてぬしは? 〈けあっ ゃっょぬ 
ょせてっゅせぉ, ょぇ っとひ う しぇきにえ つすけ くう くぇ っしすぬ こっさゃけ-
しすぇすっえくにえ.

– ぁすけ こさけおせさけさ おけすけさにえ? – こさうこけきくうか は, – 
′けさきぇかぬくけ けすくけてせしぬ, さぇぉけすぇ せ くっゅけ すぇおぇは. ┿ 
けく つすけ, こけ-すゃけっきせ, しさぇいせ あっ おさっしすうすぬしは ょけかあっく 
ぉにか? ╃ぇ けく つすけ, うょうけす? ′っす. ╀けゅぇ ゃ つっかけゃっおっ 
さぇししきけすさっすぬ – ねすけ すっぉっ くっ しこうさすぇ くぇきぇたくせすぬ. 
╃ぇゃぇえ, いぇ くぇし, いぇ すせこにた さぇぉけすくうおけゃ. ‶そせた. 》け-
さけてうえ せ ぃさに しこうさす, くうつっゅけ くっ しおぇあってぬ. ┿ たかっぉ 
すに くぇてひか おぇおけえ ゃいはすぬ: ゃっしぬ ゃっょぬ ゃ しけぉぇつぬっえ 

おさけゃう, くけ ょぇ かってうえ し くうき, – ぉさっいゅかうゃけ ゃいはか は 
おせしけお, – ╃ぇ, お つっきせ は ねすけ? 〈ぇお つすけ こけくうきぇの は 
ねすけゅけ ‶うかぇすぇ: けく ゃっょぬ ょぇあっ けすこせしすうすぬ 》さうしすぇ 
こさっょかぇゅぇか, ぇ くぇさけょ – くう ゃ おぇおせの. ╄きせ つすけ, さっ-
ゃけかのちうう くぇょけ ぉにかけ? ┿ すせす – けょくうき こけょょぇくくにき 
きっくぬてっ, けょくうき ぉけかぬてっ – おぇおぇは さぇいくうちぇ? ╆ぇすけ 
ゃしっ ょけゃけかぬくに, う さぇょけしすくけ こけ ょけきぇき さぇいけてかうしぬ, 
ょっすっえ ょっかぇすぬ. ╆ぇすけ ╀けゅぇ こけくはすぬ くっ きけゅせ: おぇお あっ 
ねすけ すぇお: ゃいはすぬ, う しゃけっゅけ しけぉしすゃっくくけゅけ しにくぇ くぇ 
ゃっさくせの しきっさすぬ こけしかぇすぬ? ′う いぇ つすけ くう こさけ つすけ, 
ねすけ あっ すけ あっ しぇきけっ, おぇお しぇきけきせ っゅけ せぉうすぬ. 〈ぇ-
さぇし ╀せかぬぉぇ – すけす こけくはすくけ, しゃけっゅけ きかぇょてっゅけ, おぇお 
っゅけ すぇき, ┿くょさっは, こけ-きけっきせ, いぇ こさっょぇすっかぬしすゃけ 
せぉうか, ぇ ╀けゅ-すけ しゃけっゅけ いぇ つすけ? ╀さっょ おぇおけえ-すけ. 
╄しかう きけあってぬ, けぉなはしくう.

╋うたっえ こけひさいぇか, いぇおせさうか, けすくはゃ せ きっくは おけさけ-
ぉけお, う こさうくはかしは つすけ-すけ てっこすぇすぬ こさけ しっぉは. ╋け-
かうすしは, つすけ かう? ′ぇおけくっち きぇたくせか させおけえ:

– ̈ ぉなはしくの, おぇお いぇこけきくうか. ╉けさけつっ, は ねすけす ゃけこさけし 
こけこせ すけあっ いぇょぇゃぇか. ╁っさくっっ, けく くっ くぇて こけこ, ぇ こぇ-
しすけさ. 〉 くぇし くぇ ╁╇╆っ くっょぇかっおけ けす きっくは っゃぇくゅっかうしすに 
きけかっかぬくにえ ょけき けすおさにかう, すぇお は すせょぇ たけあせ こけさけえ, 
きくっ くさぇゃうすしは. ╉しすぇすう, ╄ゃぇくゅっかうっ, つすけ は すっぉっ ょぇか, 
けすすせょぇ. ╃ぇ, すぇお けく しおぇいぇか きくっ つすけ-すけ すうこぇ すけゅけ, 
つすけ… ╀かうく, こっさっしおぇあせ しゃけうきう しかけゃぇきう: きに ゃしっ – 
ねすけ おぇお ぉに ょっすう ╂けしこけょくう, っゅけ つぇしすうつおう, ゃしっ ぉっい 
うしおかのつっくうは, う ゃしっ こけきうさぇっき, う ゃしっ ゃけしおさっしぇっき. 
′け ねすけ くっ しぇきけっ ゅかぇゃくけっ: ゃ ねすけえ, いっきくけえ, あういくう 
きに おぇお ぉに ゃ ゅけしすはた, ぇ くぇしすけはとうえ くぇて ょけき すぇき, くぇ 
くっぉっしぇた. ┿ しのょぇ きに こさけしすけ すぇお, こけゅせかはすぬ ゃにたけょうき 
うい ょけきぇ. 〈うこぇ, おぇお いぇ たかっぉせておけき. 〈ぇお ゃけす, おけゅ-
ょぇ ゃけいゃさぇとぇっきしは ょけきけえ, こけすけき こけさけえ しけ しきったけき 
ゃしこけきうくぇっき: «′せ う くぇおけしけさっいうか あっ は ゃつっさぇ!». 〈け 
ぉうてぬ, つすけ は, つすけ すに, つすけ 》さうしすけし, つすけ ‶うかぇす – ゃしっ 
きに こけゅせかはすぬ ゃにてかう, ぇ つすけ くぇ いっきかっ ょさせゅ ゃ ょさせあおっ 
しぇきうた しっぉは くっ せいくぇひき – すぇお ねすけ ょぇあっ いぇぉぇゃくけ. 

– ╇ つすけ ょぇかぬてっ? – くっ こけくはか は くうつっゅけ うい こけ-
ゃっしすゃけゃぇくうは.

– ╃ぇ すぇお, くうつっゅけ けしけぉっくくけゅけ: こけおせてぇっき ょけきぇ, 
う けこはすぬ «いぇ たかっぉせておけき».

– 》さっくぬ おぇおぇは-すけ, – きぇてうくぇかぬくけ こけすはくせかしは は いぇ 
たかっぉけき, – ‶け-すゃけっきせ, つすけ は, つすけ ╀っさっくょっえ – けょうく 
う すけす あっ つっかけゃっお? ╇かう は くっこさぇゃうかぬくけ すっぉは こけくはか?

– ┿ は いくぇの? ╂ょっ-すけ すぇお, – う ╋うたっえ, けぉきぇおくせゃ 
こぇかっち ゃ しこうさす, こけょあひゅ っゅけ, – ╂けさうす! ╇ くっ ああひす-
しは しけゃしっき, – いぇすっき, いぇょせゃ, こけしきけすさっか くぇ きっくは, 
–  ‶ぇてぇ, けすしすぇくぬ, ょけさけゅけえ. ╁けく ゃしすさっすうきしは すぇき, 
すけゅょぇ ゃきっしすっ う こけしきっひきしは くぇょ くぇてうき しっゅけょくはて-
くうき さぇいゅけゃけさけき. ┿ つすけ ゃしすさっすうきしは, は ゃ ねすけき くっ 
しけきくっゃぇのしぬ. 

– ′っす, ぇ きに し すけぉけえ ゃしひ-すぇおう さぇいくけっ, うかう けょくけ 
う すけ あっ? – くっ けすしすぇゃぇか は. 

〈けす いぇおさせすうか くけしけき, いぇすっき いぇしせくせか おけくつうお せしぇ 
ゃ さけす. ╆ぇょせきつうゃけ こけあっゃぇゃ, たきにおくせか:

– ╁さけょっ ぉに けょくけ う すけ あっ. ′け – さぇいくけっ. ╁けく おぇお 
╀けゅ: けく あっ すさうっょうく, ぇ つっゅけ ねすけ いくぇつうす, くっ くぇ-
てっゅけ し すけぉけえ せきぇ ょっかけ. 》けつってぬ せいくぇすぬ こけぉけかぬ-
てっ – くぇてっゅけ こぇしすけさぇ う しこさぇてうゃぇえ. ╉ くっきせ たけすぬ 
おぇあょにえ ゃっつっさ こさうたけょう – ょゃっさう ゃしっゅょぇ けすおさにすに. 
┿ ゃ ゃにたけょくにっ – すぇお う ゃけゃしっ し しぇきけゅけ せすさぇ. ┿ょさっし 
しおぇいぇすぬ?
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ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà».
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Êàðïîâà È.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ
Óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 14.02.2011 ¹66

Ñòîèìîñòü óñëóã, ïðåäñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, 
îêàçûâàåìûõ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå óñëóãè
Ñòîèìîñòü 

óñëóãè, ðóá.
Ïðèìå÷àíèå

1. Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ áåñïëàòíî

2.
Ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, 
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ 

1225,0
èçãîòîâëåíèå ãðîáà áåç îáèâêè, íàäãðîáíîãî çíàêà è èõ äîñòàâêà â ïðåäåëàõ 
íàñåëåííîãî ïóíêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêàçîì

3.
Ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) óìåðøåãî íà êëàäáèùå èëè â 
êðåìàòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêàçîì

1666,0
äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè ïî ïåðåâîçêå (çàåçä â öåðêîâü, ïåðåâîçêà íà êëàäáèùå 
â äðóãîé íàñåëåííûé ïóíêò è èíîå) îïëà÷èâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî ïî ñâîáîäíûì 
äîãîâîðíûì öåíàì

4.
Ïîãðåáåíèå èëè êðåìàöèÿ ñ ïîñëåäóþùåé âûäà÷åé óðíû 
ñ ïðàõîì

2009,0
ïîãðåáåíèå âêëþ÷àåò ðûòüå ìîãèëû, çàáèâêó êðûøêè ãðîáà, îïóñêàíèå åãî â 
ìîãèëó, óñòðîéñòâî ìîãèëüíîãî õîëìà è óñòàíîâêó íàäãðîáíîãî çíàêà

Èòîãî ñ ó÷åòîì óðàëüñêîãî êîýôôèöèåíòà 4899,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹71 îò 16.02.2011       
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 31.01.2011 ¹32 

«Î ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÎÐÂÈ è ãðèïïà 
â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí 2010/2011 ãîäà» 

Ñ 08.02.2011 ïî 11.02.2011 ñðåäè íàñåëåíèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  çàðåãèñòðèðîâàíî 611 ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âè-
ðóñíûìè èíôåêöèÿìè, ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè ñîñòàâèë 912,3 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ. Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè â 5,4 ðàçà ïðåâûøàåò ñðåäíåìíîãîëåòíèé 
óðîâåíü è â 2 ðàçà óðîâåíü àíàëîãè÷íîãî ïåðèîäà 2010 ãîäà.

Ñ öåëüþ îãðàíè÷åíèÿ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè, â òîì ÷èñëå ãðèïïîì, 
íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 31.01.2011 ¹32 «Î  ïðîâåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ ïðîòèâîýïèäåìè-

÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÎÐÂÈ è ãðèïïà â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí 2010/2011 ãîäà», à èìåííî:
ï.3 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé âñåõ îðãàíèçàöèîííî ïðàâîâûõ ôîðì:
3.1. Ñ 01.02.2011 ââåñòè îãðàíè÷åíèÿ íà ïðîâåäåíèå ìàññîâûõ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðîâîäèìûõ â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.
3.2. Óñèëèòü êîìïëåêñ ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íà ïðåäïðèÿòèÿõ 

òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òðàíñïîðòà, ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ, ìåñòàõ ìàññîâîãî ñîñðåäîòî÷åíèÿ ëþäåé, â òîì ÷èñëå ââåñòè ìàñî÷íûé ðåæèì ðàáîòû 
ïåðñîíàëà íà ïåðèîä äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ».

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Øåëóõèíó Î.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹72 îò 16.02.2011            
Îá îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â 2011 ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò.7.2,24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïîëîæåíèåì îá îðãà-
íèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.97 ¹875 â ðåäàêöèè 
îò 11.01.2007 ¹4, Ïðîãðàììîé ïîääåðæêè çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì 
ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 27.12.2010 ¹1896-ÏÏ, 

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Ïðè ó÷àñòèè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ  «Áåðåçîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè»:
1.1. Îðãàíèçîâàòü íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â 2011 ãîäó îáùåñòâåííûå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíè-

ÿìè äåÿòåëüíîñòè, óêàçàííûìè â âûøåíàçâàííîì Ïîëîæåíèè îá îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò:
– ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, èõ ðåìîíò è ñîäåðæàíèå, ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëèçàöèîííûõ è äðóãèõ 

êîììóíèêàöèé;
– ïðîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò, ðàáîò â ëåñíîì õîçÿéñòâå;
– çàãîòîâêà, ïåðåðàáîòêà è õðàíåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
– ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, ðåêîíñòðóêöèÿ æèëîãî ôîíäà, îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ, âîññòàíîâëåíèå èñòîðèêî-àðõè-

òåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ, êîìïëåêñîâ, çàïîâåäíûõ çîí;
– îáñëóæèâàíèå ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà, ðàáîòà îðãàíèçàöèé ñâÿçè;
– ýêñïëóàòàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ;
– îçåëåíåíèå è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé, ðàçâèòèå ëåñîïàðêîâîãî õîçÿéñòâà, çîí îòäûõà è òóðèçìà;
– óõîä çà ïðåñòàðåëûìè, èíâàëèäàìè è áîëüíûìè;
– îáåñïå÷åíèå îçäîðîâëåíèÿ è îòäûõà äåòåé â ïåðèîä êàíèêóë, îáñëóæèâàíèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ çîí;
– îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è ïåðåðàáîòêà âòîðè÷íîãî ñûðüÿ è îòõîäîâ;
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé îáùåñòâåííî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ (ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ, ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, ôåñòèâàëè è èíîå);
– óòî÷íåíèå íàëè÷èÿ äîìîâûõ êíèã;
– ðóêîâîäñòâî áðèãàäàìè øêîëüíèêîâ
– è äðóãèìè íàïðàâëåíèÿìè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.01.2007 ¹4.
2. Ðåêîìåíäîâàòü ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåäóñìîòðåòü îðãàíèçàöèþ ðàáî÷èõ ìåñò íà 

îáùåñòâåííûå ðàáîòû äëÿ ëèö, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêàõ ðàáîòû (îñâîáîæäåííûõ èç ó÷ðåæäåíèé, èñïîëíÿþùèõ íàêàçàíèå â 
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû, è ëèö, ïðèãîâîðåííûõ ê óñëîâíûì ìåðàì íàêàçàíèÿ).

3. Òåððèòîðèàëüíûì îòäåëàì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïîñåëêàì Êåäðîâêà, Êëþ÷åâñê, Ëîñèíûé, Ìîíåò-
íûé, Ñàðàïóëêà, Ñòàðîïûøìèíñê, ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì, çàèíòåðåñîâàííûì â ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò, çàêëþ÷èòü 
äîãîâîðû ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Áåðåçîâñêèé öåíòð çàíÿòîñòè» î ïåðâîî÷åðåäíîì ó÷àñòèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí â îáùå-
ñòâåííûõ ðàáîòàõ.

4. Â ñâÿçè ñ îñîáåííîñòüþ òåððèòîðèàëüíîãî ðàñïîëîæåíèÿ ï. Îñòðîâíîãî ã. Áåðåçîâñêîãî, îòñóòñòâèåì âàêàíñèé äëÿ ïîèñêà ðàáîòû 
è â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ ó íàñåëåíèÿ ïîñåëêà ìîòèâàöèè ê òðóäó, íàâûêîâ òðóäà:

4.1. Ñ÷èòàòü îáÿçàòåëüíûì ó÷àñòèåì áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïîñåëêà â îáùåñòâåííûõ ðàáîòàõ.
4.2. Ñòàðîñòå ï. Îñòðîâíîãî îðãàíèçîâàòü êîíòðîëü è ó÷åò îòðàáîòàííîãî âðåìåíè.
5. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 09.04.2010 ¹139 «Îá îðãàíèçàöèè 

îáùåñòâåííûõ ðàáîò â 2010 ãîäó» â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà Øåëóõèíó Î.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ



• ╁ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• [うねかすけさに う しっおさっすぇさぬ, 35-55 
かっす. 4-11-45, 3-48-95. 

[╄╉╊┿╋┿

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

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお しすけかはさぇ. 8-922-
15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• ′はくは. 8-912-61-73-499.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.
[╄╉╊┿╋┿

• [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).

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ, くぇつぇかぬくうお けす-
ょっかぇ こさけょぇあ. [っいのきっ けすこさぇゃうすぬ 
こけ ねか. こけつすっ: urf@urf.ru. 
8-912-24-95-233.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そ-おっ すさっぉせのすしは: 
きぇしすっさ ねくっさゅけせつぇしすおぇ, きぇしすっさ 
いぇゅけすけゃうす. せつ-おぇ, うくあっくっさ こけ 
けたさぇくっ すさせょぇ, おかぇょけゃとうお, 
しすけかはさに-しすぇくけつくうおう, ねかっお-
すさうお, けすょっかけつくうお. 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ きぇゅぇいうく しぇくすったうい-
ょっかうえ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 8-922-20-
70-700 (╋ぇおしうき).

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ. 8-904-98-75-030.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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
• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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
• 1-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくおぇ, せか. 
〉さぇかぬしおぇは, 12, 5/5, 31,1 き2, ぉぇかおけく, 
き/ゅぇさぇあ. 8-953-04-99-065.

[╄╉╊┿╋┿

• 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. ╊せぉはくけえ, 30 き2, 50 おき 
けす ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, せつ-お 5 しけす., ち. 
500 す.さ. 8-953-04-99-065.

[╄╉╊┿╋┿

• ′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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀せさっくうっ しおゃぇあうく. 8-908-90-24-652.
[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ. 8-922-29-
42-258.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ: こかうすおぇ, 
けぉけう, しぇくすったくうおぇ, てすせおぇすせさおぇ, 
ゅうこしけおぇさすけく, こけすけかおう. ‶かけすくうお. 
8-902-27-49-063.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに, ねかっお-
すさうおぇ, しぇくすったくうおぇ, おぇそっかぬ.
8-902-87-74-780 (╃きうすさうえ).

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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).

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけおさぇく «〉さぇか», 14/014. 
8-904-54-63-186.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿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

22 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

‶さけょせおすに こうすぇくうは
ÊÓÏËÞ

• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• «¨おぇ», 2001 ゅ. 8-904-98-24-832.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

ÐÅÌÎÍÒ 
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ

Ä Å Ø Å Â Î
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-902-26-75-615

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
〈っこっさぬ ゃに きけあっすっ さぇいきっしすうすぬ ゃ ゅぇいっすっ ぉっしこかぇすくけっ けぉなはゃかっくうっ 

ゃ しかっょせのとうっ させぉさうおう: すさぇくしこけさす, ぉにすけゃぇは すったくうおぇ, きっぉっかぬ, 
ょっすしおけっ, けょっあょぇ, あうゃけすくにっ, いくぇおけきしすゃぇ, けぉきっく-ぉのさけ, うとせ 
さぇぉけすせ, しくうきせ あうかぬっ.  ╁ぇてっ けぉなはゃかっくうっ ぉせょっす くぇこっつぇすぇくけ ゃ 

ぉかうあぇえてうえ つっすゃっさゅ.
╃かは ねすけゅけ ょけしすぇすけつくけ ゃにさっいぇすぬ くぇて おせこけく ゃ しせぉぉけすくっき 

ゃにこせしおっ, いぇこけかくうすぬ っゅけ こっつぇすくにきう ぉせおゃぇきう う こっさっょぇすぬ ゃ かのぉけえ 
おうけしお [けしこっつぇすう (ゅょっ こさけょぇっすしは ╀[) うかう お くぇき ゃ さっょぇおちうの 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.

• [っょぇおちうは くっ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ ょけしすけゃっさくけしすぬ 
こせぉかうおせっきけえ うくそけさきぇちうう.

• [っょぇおちうは くっ ゅぇさぇくすうさせっす こせぉかうおぇちうの ぉっしこかぇすくにた 
けぉなはゃかっくうえ.

• ¨ぉなはゃかっくうは こっつぇすぇのすしは ゃ こけさはょおっ うた こけしすせこかっくうは.
• ¨ぉなはゃかっくうは おけききっさつっしおけゅけ たぇさぇおすっさぇ くぇ ぉっしこかぇすくけえ 

けしくけゃっ くっ こさうくうきぇのすしは.

ちっくすさ «]すうくけか»

┐┅┌┎┍┒ 

┕┎┋┎┄┈┋├┍┈┊┎│ ┈
┑┒┈┐─┋├┍┛┕ ┌─┘┈┍ 

│┑┅┕ ┌─┐┎┊

8 (343) 290-90-93 

[╄
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┿╋
┿

Êîíñóëüòàöèîííûé  
öåíòð

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

8-922-15-81-314

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ



]┿》┿[, 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

[╄
╉╊

┿╋
┿

11ÂÀÊÀÍÑÈÈ, ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
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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 [╄
╉╊

┿╋
┿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

1
4
0
0

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゐÜëö 5 ö

8-912-62-74-617 [╄
╉╊

┿╋
┿

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

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

〈[╄╀〉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
[╄╉╊┿╋┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
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

ÎÎÎ "Óðàë – Ôåððóì"

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

す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

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÎÎÎ “Õàðîí”
ゑñïá ¡Ü½ä¿ñ¡ï ëóöÜí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ:

• とÜÖïÜ¿áöíîóó  äÜ  ÜëÇíÖó£íîóó  äÜêÜëÜÖ
• ゑñïá  ¡Ü½ä¿ñ¡ï  Üï¿ÜÇ,  ÖñÜßêÜÑó½▲ê  Ñ¿　  äÜÇëñßñÖó　
• ぢñëñçÜ£¡í  äÜ¡ÜúÖ▲ê  -  ゐぎでぢずんどぞだ.  とづばゎずだでばどだぶぞだ
• ご£ÇÜöÜç¿ñÖóñ äí½　öÖó¡Üç

         Адрес: ул. Брусницына, 8
Тел. 4-28-86, 8-922-15-12-760[╄╉╊┿╋┿
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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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

òðåáóþòñÿ 
ñîòðóäíèêè â ïðîäàæè

ぇおすうゃくにっ, おけききせくうおぇぉっかぬくにっ, しすぇさてっ 35 かっす 
しゃけぉけょくにえ ゅさぇそうお, ゃにしけおうっ いぇさぇぉけすおう 

╆ぇこうしぬ くぇ しけぉっしっょけゃぇくうっ こけ すっかっそけくせ 

8-922-22-75-274
(ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 10 ょけ 16)

[╄╉╊┿╋┿

ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
ぇおすうゃくにた, ちっかっせしすさっきかっくくにた, 
ゅけすけゃにた こけかせつうすぬ こさけそっししうの 

ìåíåäæåðà
8-922-22-75-274 (ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 10 ょけ 16)

[╄
╉╊

┿╋
┿
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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 [╄╉╊┿╋┿

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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╆ ┱〉╆〉╅╉》╉╋〉╆『‶〉] 《〉『╉[‶╉

ÀâòîËåí?
すぇおしう ょかは ゃぇし

8 (34369) 4-60-06
8-904-174-88-77
8-909-002-38-58 [

╄
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ÒÀÊÑÈ
“ËÀÄÀ”
8-904-161-555-6

╀にしすさけ. ╃ってっゃけ. 〉ょけぉくけ.
╃けしすぇゃおぇ はこけくしおけえ おせたくう

[╄╉╊┿╋┿

〈┿╉]╇ ПЛЮС
]┿╋｠╄ ′╇╆╉╇╄ 『╄′｠

8 (963) 85 17 17 8
╃けしすぇゃおぇ はこけくしおけえ おせたくう

[╄╉╊┿╋┿

{ 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
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Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ è ëþáèìóþ 

Ãîðÿ÷êèíó Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó 
ñ þáèëååì!

Óâàæàåìûé 
Àíàòîëèé Äàíèëîâè÷ Àëåêñååâ!

ズ┈┗┍┛┉ ┑┎┑┒─│, ┏┅┍┑┈┎┍┅┐┛ ┈ │┅┒┅┐─┍┛ ┎┒┄┅┋─ 
│┍┓┒┐┅┍┍┈┕ ┄┅┋ ┃┎┐┟┗┎ ┈ ┑┅┐┄┅┗┍┎ ┏┎┇┄┐─│┋┟┞┒ 

ケ─┑, │┅┒┅┐─┍─ ┌┈┋┈┖┈┈, ┑ ┇─┌┅┗─┒┅┋├┍┛┌ 
┞━┈┋┅┅┌ – 70-┋┅┒┈┅┌ ┑┎ ┄┍┟ ┐┎┆┄┅┍┈┟!

┳【『‶╄¨ ╈【ぁ╄ 〈╉ ╋〈╄╉』 ‒〉[〉╈╄,
┮╄‶ ょ『〈ぇ¨ ╈╉〈ぉ, ‶╄‶ 『╄╈ ╆ ｠╆╉』【,

┳【『』ぉ ╅【╈╉』 『╉》╈｠╉ ╆╉を〈〉 ]〉[〉╈〉,
┨〉╅》〉] ╆『』》╉を╄ょ ╈〉╅》〉』【,
┰ぇ 〉』 ╈【ぁ′ 』╉╅╉ ╊╉[╄╉]

┫╈〉》〉╆ぉょ, 『を╄『』ぉょ, ╈〉[╇′‒ [╉』!
┬ 《【『』ぉ 『【╈ぉ╅╄ 〈╉『╉』 [′ぁぉ 》╄╈〉『』ぉ, 

┹》╄〈ょ 』╆〉¨ ╈〉] 〉』 ╆『ょ‶′‒ ╅╉╈!
Ìóæ, ðîäñòâåííèêè

Та<C:
«ЮНОСТЬ»
IHE?AGUC GHF?J >EY <:R?=H L?E?NHG:

8-953-60-55-464 [╄
╉╊

┿╋
┿

┋〞│〞┆┇┌ «Ñàíòåõíèê»
• ┍┑┍┎┊┄┌┇┄ 
• ━┍┃┍┐┌〞─┅┄┌┇┄
• ┉〞┌〞┊┇┆〞┕┇┞

 ヱ┃┏┄┐: │. ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┇┈, ┎┍┐. ヮグヅザ, 54 

デ┄┊┄┓┍┌: 8 (343) 270-22-27

ÌÀÃÀÇÈÍ 

ÎÏÒÎÂÛÕ ÖÅÍ!

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

ПHA>J:<EY?F K X;BE??F
В:G??<M Т:F:JM П:<EH<GM! 

Îò âñåé äóøè æåëàåì ñ÷àñòüÿ,
Ïðåâîñõîäíîãî çäîðîâüÿ!

Ïðèçíàåìñÿ â ëó÷øèõ ÷óâñòâàõ
È îòíîñèìñÿ ñ ëþáîâüþ!

Ïóñòü ñåãîäíÿ, â Äåíü ðîæäåíüÿ,
Óëûáàåòñÿ ïðèðîäà,

Çà îêíîì è â Âàøåì äîìå
Áóäåò ÿñíàÿ ïîãîäà!

で Üçí¢ñÖóñ½: ぞíïó½Üçí づ. ぜ., でí¡ïÜÖÜçí ぎ. ゑ., 
ぷí½ÇÜöÑóÖÜçí ゑ. ゑ., ゐñ¿　ñçí ゑ. ゎ., とíÖÑí¡Üçí ど. ん., 

ぷó¿　ñçí ん. ぞ., んßëí½Üçí だ. ゑ.
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カ┚ ┊┒┖┗┇┄ │┍┃┚ ┐━┍┄┈ ┅┇┆┌┇ ┍┑┃〞┊┇ ┏〞─┍┑┄ ┎┍ ─┍┏┛─┄ 
┐ ┎┏┄┐┑┒┎┌┍┐┑┛┝ ┇ ┎┏〞━┍┌〞┏┒┗┄┌┇┞┋┇! カ┚ ┐━┚┗┄ 10 ┊┄┑ 
━┍┆│┊〞━┊┞┊┇ ┉┍┊┊┄┉┑┇━ ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┍│┍ ケゾカヴ.

ダ┍┃ ━〞┗┇┋ ┏┒┉┍━┍┃┐┑━┍┋ ┋┌┍│┍ ┐┃┄┊〞┌┍ ┎┍ ┒┉┏┄┎┊┄┌┇┝ 
┎┏〞━┍┎┍┏┞┃┉〞 ━ │┍┏┍┃┄ ┇ ┎┍┐┄┊┉〞└.

カ〞┗〞 ┃┄┞┑┄┊┛┌┍┐┑┛ ━┚┐┍┉┍ ┍┕┄┌┄┌〞: カ┚ ┎┍┊┉┍━┌┇┉ 
┋┇┊┇┕┇┇, ┐┎┄┕┇〞┊┇┐┑ ━┚┐┗┄┈ ┉〞┑┄│┍┏┇┇, ┆〞┐┊┒┅┄┌┌┚└ 
┏〞─┍┑┌┇┉ ズカヴ ヂバ, ┌〞│┏〞┅┃┄┌┚ ┋┌┍│┇┋┇ ┆┌〞┉〞┋┇ ┍┑┊┇┖┇┞. 
ゼ〞┐┄┊┄┌┇┄ │┍┏┍┃〞 ┇ ━┐┄ ┋┚ ─┊〞│┍┃〞┏┌┚ カ〞┋ ┆〞 カ〞┗ ┑┏┒┃!

ゾ┑ ━┐┄┈ ┃┒┗┇ ┅┄┊〞┄┋ カ〞┋ ┉┏┄┎┉┍│┍ ┆┃┍┏┍━┛┞, 
─┊〞│┍┎┍┊┒┖┇┞, 〞┉┑┇━┌┍│┍ ┃┍┊│┍┊┄┑┇┞ ┇ ━┐┄│┍ ┐〞┋┍│┍ 
└┍┏┍┗┄│┍! ズ┇┏┌┍│┍ ┌┄─〞 カ〞┋ ┇ カ〞┗┄┈ ┐┄┋┛┄!

ゼ〞┖〞┊┛┌┇┉ ゾカヴ ┎┍ ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┍┋┒ ケゾ
┎┍┊┉┍━┌┇┉ ┋┇┊┇┕┇┇
ダ┏┄┃┐┄┃〞┑┄┊┛ ヅカ

グ┄┋┊┞┌┐┉┇┈ カ. ヮ.
〝┏┍┗┄━┇┖ ジ. ズ.

25 ôåâðàëÿ ñ 10-00 ?î 18-00
ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

[╄╉╊┿╋┿

£ó½Öñú ½Ü¢ï¡Üú 
ó ¢ñÖï¡Üú ÜßÜçó, í öí¡¢ñ 
¡Ü¿¿ñ¡îóó «ゑñïÖí – 2011» 
Üö 1000 ëÜß¿ñú ó ç▲üñ

ÄÊ «Ñîâðåìåííèê» 
(ÍÁÏ,  Àê. Êîðîëåâà, 1Á)

[╄╉╊┿╋┿

ó ¢ñÖï¡Üú ÜßÜçó, í öí¡¢ñ ó ¢ñÖï¡Üú ÜßÜçó, í öí¡¢ñ 
¡Ü¿¿ñ¡îóó «ゑñïÖí – 2011» ¡Ü¿¿ñ¡îóó «ゑñïÖí – 2011» 
Üö 1000 ëÜß¿ñú ó ç▲üñÜö 1000 ëÜß¿ñú ó ç▲üñ

ÄÊ «Ñîâðåìåííèê»ÄÊ «Ñîâðåìåííèê»

╋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 66004 〈うさぇあ 3045. ̈ 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”.


