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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
╁けしおさっしっくぬっ, 16 はくゃぇさは

ぅしくけ, ょくひき -14-16, くけつぬの -18-20
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 6 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 746 きき さす.しす.
‶けくっょっかぬくうお, 17 はくゃぇさは

‶ぇしきせさくけ, ょくひき -17-19, くけつぬの -21-23
╁っすっさ ゃけしすけつくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 748 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 18 はくゃぇさは
‶ぇしきせさくけ, ょくひき -19-21, くけつぬの -23-25

╁っすっさ ゃけしすけつくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 748 きき さす.しす.
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╆ゃひいょくにえ こせすぬ ゃっょひす お "[せょけせこさぇゃかっくうの". ‶さはきけ くぇ ょっさっゃぬはた いぇあゅかうしぬ ょっしはすおう 
しゃっすうか, おけすけさにっ ゃっくつぇっす ゅかぇゃくぇは はさおけ-おさぇしくぇは いゃっいょぇ くぇ おけこさっ てぇたすに "ぃあくけえ"

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨ 

‶╄[╁┿ぅ ぇおちうは «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ いうきけえ» こけょたけょうす お しゃけっきせ いぇゃっさてっくうの. ̈ くぇ 
こさうゃかっおかぇ けおけかけ こはすうょっしはすう せつぇしすくうおけゃ. ╅うすっかう きくけゅけねすぇあっお, おけすけさにっ  

けすかうつうかうしぬ かっすけき, いうきけえ くっ こさけはゃうかう けしけぉっくくけえ ぇおすうゃくけしすう, ぇ ゃけす ぉのょあっすくにっ 
せつさっあょっくうは くぇけぉけさけす こけょぇかう ぉけかぬてっ ゃしっゅけ いぇはゃけお.  〈ぇお あっ こけさぇょけゃぇかう こさっょ-
こさうはすうは ゅけしすっゃけゅけ きぇさてさせすぇ, おけすけさにっ こけょけてかう お ぇおちうう し ぉけかぬてけえ そぇくすぇいうっえ.

╄とひ ょけ くけゃけゅけ ゅけょぇ くぇ せかうちっ 〈っぇすさぇかぬくけえ 
こけはゃうかしは きうくう-いけけこぇさお. ′ぇこさけすうゃ ╃ゃけさちぇ 
きけかけょひあう くぇ しくっゅせ さぇしすはくせかうしぬ はさおうえ さにあうえ 
すうゅさ う いぇはち. ]うきゃけか せたけょはとっゅけ ゅけょぇ こっさっ-
ょぇゃぇか たけいはうくせ くぇしすせこぇゃてっゅけ 2011 ちゃっすけお. 
ぁすけえ しくっあくけえ おけきこけいうちうっえ さぇぉけすくうおう ╃ゃけさ-
ちぇ きけかけょひあう, おけすけさにっ う はゃかはのすしは ぇゃすけさぇきう 
しおせかぬこすせさに, こさけうかかのしすさうさけゃぇかう しきっくせ かっす. 
′ぇ かっこおせ せてかけ ょゃっ くっょっかう, ぇ おけゅょぇ そうゅせさに 
さぇしおさぇしうかう, いゃっさう こけかせつうかうしぬ おぇお くぇしすけはとうっ. 

′ぇ ゅけしすっゃけき きぇさてさせすっ こけはゃうかうしぬ くけゃにっ 
しゃっすけゃにっ しぇかのすに. ╉ ょゃせき せあっ しせとっしすゃせ-
のとうき くぇ 〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう ょけぉぇゃうかうしぬ 
っとひ すさう さぇいくけちゃっすくにた そっえっさゃっさおぇ せ «╁け-
ょけおぇくぇかぇ». 

╉さぇしけすけえ, しけいょぇくくけえ させおぇきう せつぇしすくうおけゃ 
ぇおちうう, きけあくけ かのぉけゃぇすぬしは くっ すけかぬおけ ゃっつっさけき. 
┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう «╉けきそけさす» さってうかけ 
しょっかぇすぬ しすぇゃおせ くっ くぇ うかかのきうくぇちうの, ぇ くぇ きけょ-
くにた しくっゅけゃうおけゃ, おけすけさにっ せおさぇしうかう こせしすせの-
とうっ ちゃっすけつくにっ ゃぇいに. ′ぇこさけすうゃ けそうしぇ さぇぉけす-
くうおう いぇしすぇゃうかう さぇしちゃっしすう ょっさっゃけ – こけゃはいぇかう 
くぇ くっゅけ おさぇしけつくにっ かっくすに, ぇ つすけぉに しくっあくにえ 
ゅけさけょけお しすぇか っとひ はさつっ – さぇいせおさぇしうかう そうゅせさに 
はさおうきう おさぇしおぇきう. 

¨ゅさけきくにっ さけいけゃにっ さけいに さぇしこせしすうかうしぬ くぇ 
ゃっすゃはた きけゅせつうた っかっえ, しすけはとうた せ ておけかに うし-
おせししすゃ わ2. ぁすけ くっ こさうさけょくにえ そっくけきっく, ぇ 
さっいせかぬすぇす さぇぉけすに こさっこけょぇゃぇすっかっえ たせょけあっ-
しすゃっくくけゅけ けすょっかっくうは, おけすけさにっ しゃけうきう させおぇきう 

ういゅけすけゃうかう こにてくにっ ちゃっすに. ╃ういぇえく こさうょせきに-
ゃぇかう ゃきっしすっ し ょっすぬきう, ぇ ゃけす ゃしの さぇぉけすせ こけ 
ゃけこかけとっくうの こさけっおすぇ ゃ あういくぬ ゃいはかう くぇ しっぉは 
こっょぇゅけゅう. 

╀かぇゅけょぇさは けさうゅうくぇかぬくけきせ さってっくうの ょくひき 
そぇしぇょ ておけかに う ょっさっゃぬは ゃにゅかはょはす すぇお あっ おさぇ-
しうゃけ, おぇお う ゃ すひきくけっ ゃさっきは しせすけお. ] くぇしすせこかっ-
くうっき すっきくけすに てぇさきぇ ゃ おけきこけいうちうの ょけぉぇゃかは-
っす しゃっすはとぇはしは ゅうさかはくょぇ, すけつくっっ すぇ っひ つぇしすぬ, 
おけすけさせの せょぇかけしぬ ゃけししすぇくけゃうすぬ ねかっおすさうおせ. 

– 30 つうしかぇ きに こけゃっしうかう ゅうさかはくょせ, う ゃ ねすけす 
あっ ょっくぬ おすけ-すけ けぉけょさぇか っひ し ひかけお, – さぇししおぇいに-
ゃぇっす ょうさっおすけさ ╃【╇ わ2 ′ぇすぇかぬは ┿かっおしっっゃくぇ 
╋せたうくぇ. – ]こっちうぇかぬくけ いぇおぇいにゃぇかう おさぇしけつくにっ 
さぇいくけちゃっすくにっ けゅくう, くけ しっえつぇし ゃに きけあっすっ ゃう-
ょっすぬ すけかぬおけ きぇかせの つぇしすぬ いぇょせきぇくくけえ うかかの-
きうくぇちうう. 

╉すけ しきけゅ いぇぉさぇすぬしは くぇ ょっさっゃぬは う さぇいけさゃぇすぬ 
ゅうさかはくょに – くっういゃっしすくけ, ょぇ う いぇつっき ねすけ ぉにかけ 
くせあくけ – すけあっ いぇゅぇょおぇ. 

¨す させお ゃぇくょぇかけゃ こけしすさぇょぇか こけつすう おぇあょにえ 
せつぇしすくうお, たさせこおせの しくっあくせの おさぇしけすせ けつっくぬ 
ぉにしすさけ さぇいさせてぇかう. ‶けねすけきせ あのさう おけくおせさしぇ, 
おけすけさけっ せあっ けすこさぇゃうかけしぬ ゃ さっえょ こけ ぇょさっしぇき 

せつぇしすくうおけゃ, くっ ゃしのょせ せゃうょうす いうきくうっ こさうょせきおう 
ゅけさけあぇく ゃ いぇょせきぇくくけき ゃうょっ. ′け ねくすせいうぇしすに くっ 
けすつぇうゃぇのすしは, けくう こさけょけかあぇのす こさうおさせつうゃぇすぬ 
けすぉうすにっ くけしに せ しおせかぬこすせさ, こさけゃけょはす おけしきっすう-
つっしおうえ さっきけくす しくっあくにた ゅけさけょおけゃ, さっぇくうきうさせ-
のす ゅうさかはくょに, つすけぉに あうすっかう おぇお きけあくけ ょけかぬてっ 
さぇょけゃぇかうしぬ はさおけきせ う ちゃっすせとっきせ ゅけさけょせ.

『╁╄〈〉】╇╈ ╂¨[¨╃ ╆╇╋¨╈
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╁ 1622 さけょうかしは ╅ぇく ╀ぇすうしす 
╋けかぬっさ, そさぇくちせいしおうえ ょさぇきぇすせさゅ 
(«]おせこけえ», «〈ぇさすのそ» う す.ょ.).

╁ 1850 さけょうかぇしぬ ]けそぬは ╉けゃぇ-
かっゃしおぇは, きぇすっきぇすうお, こうしぇすっかぬくうちぇ, 
こっさゃぇは させししおぇは あっくとうくぇ-ぇおぇょっきうお.

╁ 1898 ゃ ╇すぇかうう しけいょぇく そせす-
ぉけかぬくにえ おかせぉ «╋うかぇく».

‶っさゃっくしすゃけ ╀╂¨ 
こけ かにあくにき ゅけくおぇき 

しけしすけうすしは ゃ ゃけしおさっしっくぬっ 
ゃ 11 つぇしけゃ 16 はくゃぇさは 

ゃ こ. 【うかけゃおっ
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╁け ょゃけさっ ょけきぇ わ19 くぇ せかうちっ ]けゃっすしおけえ あうすっかう 
しぇきう しょっかぇかう ょっすしおせの かっょはくせの ゅけさおせ. ′っ すぇおせの 
けゅさけきくせの, おぇお くぇ こかけとぇょう, いぇすけ ぉっいけこぇしくせの ょかは 
ょっすっえ. ¨さゅぇくういぇすけさけき ゃにしすせこうかぇ ╊うかうは 《ひょけ-
さけゃくぇ ╉さぇゃっち, おけすけさぇは ゃにさぇあぇっす ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ 
う こさういくぇすっかぬくけしすぬ けすおかうおくせゃてうきしは くぇ っひ こさういにゃ 
かのょはき: ┿かっおしぇくょさせ ]うかはゃうくせ う ╁はつっしかぇゃせ ┿かっお-
しっっゃうつせ ╂けさょっっゃせ – けくう う しょっかぇかう ゅけさおせ (かっこうかう 
しくっゅ, くけしうかう ゃけょせ う す.ょ.); ぇ すぇおあっ しっきぬはき ╆ぇえおけ-
ゃにた, ╆せぉけさっゃにた, ╂けかうおけゃにた, ┿しきけかけゃにた, おけすけさにっ 
けおぇいぇかう こけしうかぬくせの きぇすっさうぇかぬくせの こけきけとぬ.

┿ っとひ くっかぬいは くっ けすきっすうすぬ, おぇお ゃにゅかはょうす けょうく 
うい こけょなっいょけゃ ゃにてっせおぇいぇくくけゅけ ょけきぇ – すけす, ゃ おけ-
すけさけき あうゃせす ╊うかうは 《ひょけさけゃくぇ ╉さぇゃっち う ╄かっくぇ 
╁ぇしうかぬっゃくぇ ╆せぉけさっゃぇ. ′ぇ けょくけえ うい こかけとぇょけお 
せしすぇくけゃかっくぇ う くぇさはあっくぇ うしおせししすゃっくくぇは ひかけつおぇ, 
こっさうかぇ う しすっくに おさぇしうゃけ さぇしちゃっつっくに くけゃけゅけょくっえ 
きうてせさけえ, こけ しすっくぇき さぇいゃってぇくに こけいょさぇゃかっくうは. 
¨ぉにつくけ あっくとうくに ゃきっしすっ いぇくうきぇかうしぬ けそけさきかっ-
くうっき こけょなっいょぇ, くけ ゃ ねすけき ゅけょせ おさぇしけすぇ – いぇしかせゅぇ 
ちっかうおけき ╄かっくに ╁ぇしうかぬっゃくに. 

‶けおぇ くっ こっさっゃっかうしぬ うくうちうぇすうゃくにっ かのょう ゃ 
こけしひかおっ, せ くっゅけ っしすぬ ぉせょせとっっ. ╋けあくけ し せゃっさっく-
くけしすぬの しおぇいぇすぬ, つすけ ゃ ╉っょさけゃおっ うくうちうぇすうゃくにた 
かのょっえ きくけゅけ, うくぇつっ くっ こけしかっょけゃぇかけ ぉに しすけかぬ 
ょさせあくけゅけ う ぇおすうゃくけゅけ ゃけいきせとっくうは おっょさけゃつぇく うい-
いぇ くっせょぇつくけ けそけさきかっくくけえ こかけとぇょう.

┥┩┫ ┱┲┦┲┧┲┨┱┬┹ ┲┧┱┩┭
╅╇〈╄╊╇ ╉╄╃[¨╁╉╇ 》¨〈╄╊╇ ┱╊╉〉, ┿ ‶¨╊〉』╇╊╇ [┿╆¨』┿[¨╁┿′╇╄

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

╉┿╅╄〈]ぅ, くう けょうく あうすっかぬ ╉っょさけゃおう くっ けしすぇかしは さぇゃくけょせてっく 
お ねすけきせ そぇおすせ: こさぇいょくうつくぇは っかぬ, おけすけさぇは くぇおぇくせくっ ′けゃけ-

ゅけ ゅけょぇ ぉにかぇ せしすぇくけゃかっくぇ ぇょきうくうしすさぇちうっえ こけしひかおぇ くぇ ゅかぇゃくけえ 
こかけとぇょう, ゃにゅかはょっかぇ しけゃしっき くっ こさぇいょくうつくけ. ‶けしかっ すけゅけ, おぇお こさけ-
いゃせつぇか こけしかっょくうえ せょぇさ きけしおけゃしおうた おせさぇくすけゃ う ういゃっしすうか け くぇ-
しすせこかっくうう くけゃけゅけ, 2011-ゅけ ゅけょぇ, きくけゅうっ おっょさけゃつぇくっ ゃにてかう くぇ 
こかけとぇょぬ う… けぉくぇさせあうかう すぇき すひきくせの っかぬ, くぇ おけすけさけえ くっ ぉにかけ 
くう ゅうさかはくょ, くう くけゃけゅけょくうた うゅさせてっお.

– ‶けきくの, かっす ょっしはすぬ くぇいぇょ くぇて かっょけゃにえ ゅけさけょけお いぇくはか こっさゃけっ きっしすけ ゃ 
けぉかぇしすくけき おけくおせさしっ. ]っゅけょくは くぇ すけ, つすけ しょっかぇくけ くぇ こかけとぇょう, くっ たけつっすしは 
しきけすさっすぬ, しすにょくけ. ╂けさおぇ せさけょかうゃぇは う けこぇしくぇは ょかは ょっすっえ, ぇ ひかおぇ きぇかっくぬ-
おぇは, っえ きっしすけ ゃ おゃぇさすうさっ, ぇ くっ ゃ ちっくすさっ ちっかけゅけ こけしひかおぇ, – ゅけゃけさうす おけきっく-
ょぇくす おっょさけゃしおけえ ゃけうくしおけえ つぇしすう ′うおけかぇえ ╇けしうそけゃうつ ╄そさっきけゃ.

– ぁすけ かっょはくけっ しけけさせあっくうっ – ょかは ぉけかぬてうた, くぇてう ょっすう っとひ しかうておけき 
きぇかっくぬおうっ, うた くっかぬいは すせょぇ こせしおぇすぬ. ╂せかはっき こさけしすけ こけ こかけとぇょう, – けすいにゃぇ-
のすしは きけかけょにっ きぇきに ╋ぇさうくぇ 》けさっゃぇ う ╇さうくぇ ]っきひくけゃぇ.

– ]けゃしっき くっょぇゃくけ ゃうょっかぇ, おぇお さっぉっくけお, おけすけさにえ こにすぇかしは ゃいけぉさぇすぬしは 
くぇ ゅけさおせ, こけしおけかぬいくせかしは (ゃに あっ ゃうょっかう, おぇおうっ すぇき けしすぇゃかっくに かっょはくにっ 
«てうておう»!), せこぇか, ゅさけきおけ こかぇおぇか けす ぉけかう. ╉ぇお きけあくけ ぉにかけ しょっかぇすぬ かっょは-
くにっ しすせこっくう? ]こっちうぇかぬくけ, つすけぉに こぇょぇかう? ¨ぉにつくけ すせ つぇしすぬ, こけ おけすけさけえ 
くせあくけ こけょくうきぇすぬしは, ょっかぇのす ょっさっゃはくくけえ, し こけさせつくはきう, – ゃけいきせとぇっすしは 
こっくしうけくっさおぇ ╊うかうは 《ひょけさけゃくぇ ╉さぇゃっち.

╉ぇお う ゃしっ けしすぇかぬくにっ, ╊うかうは 《ひょけさけゃくぇ くっょけゃけかぬくぇ 
う «こさぇいょくうつくけえ» ひかおけえ.

– ╄しかう ぉに ぇょきうくうしすさぇちうは ぉさけしうかぇ おかうつ, くっせあっかう 
きに ぉに くっ くぇさはょうかう っひ? ′け くぇき すぇおけえ ゃけいきけあくけしすう 
くっ ょぇかう: ひかおせ せしすぇくぇゃかうゃぇかう ゃ こけしかっょくうえ ょっくぬ, すさうょ-
ちぇすぬ こっさゃけゅけ ょっおぇぉさは. ╁けいきけあくけ, つすけ っひ ゃけけぉとっ くっ 
ぉにかけ ぉに, っしかう ぉ あうすっかう こけしひかおぇ, ゃ つぇしすくけしすう, きけは しけ-
しっょおぇ ╄かっくぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ ╆せぉけさっゃぇ, ょけ ねすけゅけ くっ たけょうかう 
お ┿かぬぉっさすせ ┿かぬすぇそけゃうつせ くぇ こさうひき, くっ くぇこけきうくぇかう 
け すけき, つすけ くせあくけ けそけさきうすぬ こかけとぇょぬ お ′けゃけきせ ゅけょせ 
(さぇいゅけゃけさに こさけうしたけょうかう ゃ あひしすおけえ そけさきっ). ′け かせつてっ 
くっ ょっかぇすぬ ゃけけぉとっ, つっき ゃ こけしかっょくうえ きけきっくす う おけっ-おぇお, 
– ゅけゃけさうす ╊うかうは 《ひょけさけゃくぇ.  

╊っょはくぇは ゅけさおぇ けおけかけ  ひかおう, ょっえしすゃうすっかぬくけ, こけさぇあぇっす 
しゃけうきう さぇいきっさぇきう う くっねしすっすうつくにき ゃうょけき. ╇いょぇかう おぇ-
あっすしは, つすけ くぇ こかけとぇょう くぇゃぇかっくぇ ぉけかぬてぇは ゅさせょぇ しくっゅぇ.

– 〉あ おぇおぇは こけかせつうかぇしぬ, – しけ ゃいょけたけき けすゃっつぇっす 
ゅかぇゃぇ こけしひかおぇ ┿かぬぉっさす ╇したぇおけゃ くぇ ゃけこさけし け ゅけさおっ. – 
[っしせさしけゃ – そうくぇくしけゃにた う つっかけゃっつっしおうた – ょかは すけゅけ, 
つすけぉに ゃけいゃっしすう かっょけゃけっ しけけさせあっくうっ, せ くぇし くっきくけ-
ゅけ. ╇くょうゃうょせぇかぬくにえ こさっょこさうくうきぇすっかぬ こさっょけしすぇゃうか 
そさけくすぇかぬくにえ こけゅさせいつうお, おけすけさにき しゅさっぉかう しくっゅ. ╀にかけ 
ゃにゃってっくけ けぉなはゃかっくうっ け すけき, つすけ くっけぉたけょうきぇ こけきけとぬ 
あうすっかっえ, こさうてかう つっかけゃっお こはすぬ-てっしすぬ, ゃ けしくけゃくけき, 
こっくしうけくっさに. ╉ぇお きけゅかう, すぇお う しょっかぇかう.

╆ぇょっさあおせ し せしすぇくけゃおけえ ひかおう ┿かぬぉっさす ┿かぬすぇそけゃうつ 
けぉなはしくうか すっき, つすけ ぇょきうくうしすさぇちうは くっ きけゅかぇ こさうけぉさっ-
しすう あうゃせの っかぬ ゃ かっしたけいっ, おぇお ねすけ ょっかぇかけしぬ ゃ こさけてかにっ 
ゅけょに, う こさうてかけしぬ しさけつくけ うしおぇすぬ しさっょしすゃぇ (ゃくっぉのょ-
あっすくにっ) ょかは こさうけぉさっすっくうは うしおせししすゃっくくけえ, おけすけさぇは 
けぉけてかぇしぬ ゃ 35 すにしはつ させぉかっえ.

– ╂うさかはくょに, おけすけさにっ うきっのすしは ゃ さぇしこけさはあっくうう ぇょ-
きうくうしすさぇちうう, こさっょくぇいくぇつっくに ょかは あうゃけえ っかう, せ うしおせし-
しすゃっくくけえ けくう ぉに こさけしすけ こっさっかけきぇかう ゃっすおう, こけねすけきせ 
うた くっ こけゃっしうかう. 』すけ おぇしぇっすしは ひかけつくにた うゅさせてっお, すけ ゃ 
ぉせょせとっき ゅけょせ きに うた けぉはいぇすっかぬくけ こさうけぉさっすひき う こけ-
ゃっしうき, – けぉっとぇっす ┿かぬぉっさす ┿かぬすぇそけゃうつ.

]〈┿〈╇]〈╇╉┿ ╂╇╀╃╃
]′╇╅┿╄╋ ┿╁┿[╇╈′¨]〈を 

′┿ ╃¨[¨╂┿》
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

‶け うすけゅぇき 12 きっしはちっゃ 2010 ゅけょぇ くぇ すっささうすけさうう 
╀╂¨ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 2229 ╃〈‶. ‶け しさぇゃくっくうの し 
こさけてかにき ゅけょけき こけおぇいぇすっかぬ ぇゃぇさうえくけしすう くうあっ くぇ 
162 しかせつぇは. ╇い けぉとっゅけ おけかうつっしすゃぇ ょけさけあくにた こさけうし-
てっしすゃうえ  ゃ 2010 ゅけょせ ゃ 107 ╃〈‶ こけしすさぇょぇかう かのょう 
(127 ゃ 2009 ゅけょせ). ] はくゃぇさは こけ ょっおぇぉさぬ 2010 ゅけょぇ 148 
つっかけゃっお こけかせつうかう すさぇゃきに こさう ╃〈‶ (162 ゃ 2009). ╊っ-
すぇかぬくけ ねすけす ゅけょ いぇおけくつうかしは ょかは 23 ぉっさっいけゃつぇく, つすけ 
くぇ ょゃっ しきっさすう ぉけかぬてっ こさけてかけゅけょくっゅけ こけおぇいぇすっかは. 

] つっすにさひた ょけ しっきう しかせつぇっゃ せゃっかうつうかけしぬ つうしかけ 
ょけさけあくけ-すさぇくしこけさすくにた こさけうしてっしすゃうえ し せつぇしすうっき 
くっしけゃっさてっくくけかっすくうた. ′う けょうく さっぉひくけお くっ こけゅうぉ, 
くけ すさぇゃきに こけかせつうかう ゃけしっきぬ きぇかっくぬおうた ぉっさっいけゃつぇく, 
つすけ ゃ ょゃぇ さぇいぇ こさっゃにしうかけ ょぇくくにっ  いぇ 2009 ゅけょ.

‶け くっいぇゃうしはとうき くぇこさはきせの けす ゃけょうすっかっえ けぉしすけ-
はすっかぬしすゃぇき, ぇ うきっくくけ うい-いぇ くっせょけゃかっすゃけさうすっかぬ-
くけゅけ しけょっさあぇくうは せかうち う ょけさけゅ ゃ ╀╂¨, こさけういけてかけ 
45 ╃〈‶ (31 ゃ 2009). ╇い くうた すさう ょけさけあくにた こさけうし-
てっしすゃうは し こけしすさぇょぇゃてうきう しかせつうかうしぬ こけ ゃうくっ くうい-
おうた しちっこくにた おぇつっしすゃ ょけさけゅ. ‶け ょぇくくにき こさけてかけゅけ 
ゅけょぇ ぉにかけ つっすにさっ こさけうしてっしすゃうは. 〈ぇおあっ けょくうき 
╃〈‶ ょぇかけ け しっぉっ いくぇすぬ くっさけゃくけっ ょけさけあくけっ こけ-
おさにすうっ. ‶かけたけっ けしゃっとっくうっ こけしかせあうかけ こさうつうくけえ 
けょくけえ ぇゃぇさうう. 

‶け ゃうくっ ぇゃすけかのぉうすっかっえ こさけういけてかけ 97 ょけさけあくけ-
すさぇくしこけさすくにた こさけうしてっしすゃうえ (113 ゃ 2009). 〈さぇゃきうさけ-
ゃぇくけ ゃ ねすうた ぇゃすけおぇすぇしすさけそぇた ぉにかけ ゃしっゅけ 140 つっかけゃっお 
(148 ゃ 2009). ¨す くっこさぇゃうかぬくにた ょっえしすゃうえ ゃけょうすっかっえ 
こけゅうぉかけ 18 つっかけゃっお, おぇお う ゃ きうくせゃてっき ゅけょせ. ¨しくけゃ-
くにきう こさうつうくぇきう しけゃっさてっくうは ╃〈‶ ゃ 2010 ゅけょせ しすぇかう: 
こさっゃにてっくうっ しおけさけしすう – 58 しかせつぇっゃ (66 ╃〈‶ いぇ こさけ-
てかにえ ゅけょ), くぇさせてっくうっ こさぇゃうか けぉゅけくぇ – しっきぬ しかせつぇっゃ 
(こはすぬ ╃〈‶ いぇ こさけてかにえ ゅけょ), くぇさせてっくうっ けつっさひょくけしすう 
こさけっいょぇ – 12 しかせつぇっゃ (16 ╃〈‶ いぇ こさけてかにえ ゅけょ). 

╃〈‶ こけ ゃうくっ こってったけょけゃ こさけういけてかう ょっゃはすぬ さぇい, 
しくういうゃ せさけゃっくぬ こさけてかけゅけ ゅけょぇ くぇ ょゃぇ しかせつぇは. ╁ 
くうた こけかせつうかう さぇくっくうは こはすぬ つっかけゃっお (11 つっかけゃっお 
ゃ 2009 ゅけょせ), こけゅうぉかけ てっしすぬ つっかけゃっお (ょゃぇ つっかけ-
ゃっおぇ ゃ 2009 ゅけょせ).

] きっしすぇ しけゃっさてっくうは ╃〈‶ ゃ 2010 ゅけょせ しおさにかけしぬ 
188 つっかけゃっお. ╁ こさけてかけき ゅけょせ ぇゃすけかのぉうすっかう ぉにかう 
きっくっっ しけいくぇすっかぬくにきう う しおさにかうしぬ ゃ 212 しかせつぇはた. 
╇い ねすけゅけ つうしかぇ ょっゃはすぬ (14 ゃ 2009 ゅけょせ) ╃〈‶ し こけ-
しすさぇょぇゃてうきう. ′ぇえょっくけ ゃけしっきぬ (13 ゃ 2009 ゅけょせ) 
くっしけいくぇすっかぬくにた ゅさぇあょぇく. 179 (198 ゃ 2009 ゅけょせ) 
つっかけゃっお しおさにかけしぬ し きっしすぇ こさけうしてっしすゃうは ぉっい 
あっさすゃ, うい くうた くぇえょっくけ 75 (74 ゃ 2009 ゅけょせ) ゅさぇあ-
ょぇく ぉっいけすゃっすしすゃっくくけゅけ こけゃっょっくうは.

〉ゃぇあぇっきにっ ぇゃすけかのぉうすっかう, ゃ くけゃけき ゅけょせ ょけこせ-
しおぇえすっ きっくぬてっ ぇゃぇさうえくにた しうすせぇちうえ!

『╇《[┿
] こっさゃけゅけ こけ ょっしはすけっ はくゃぇさは ゃ 

╀っさひいけゃしおけき こけはゃうかけしぬ くぇ しゃっす 
24 くけゃけさけあょっくくにた: 10 きぇかぬつう-
おけゃ う 14 ょっゃけつっお.

╁′╇╋┿′╇╄!
〉ゃぇあぇっきにっ 

ぉっさっいけゃつぇくっ!
20.01.2011 し 10.30 ゃ おぇぉ. 212  
ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ 

ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ぉせょっす 
ゃっしすう こさうひき ゅさぇあょぇく 
いぇきっしすうすっかぬ きうくうしすさぇ 

しけちうぇかぬくけえいぇとうすに くぇしっかっくうは 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 

╉せくゅせさちっゃぇ ╇さうくぇ ┿くぇすけかぬっゃくぇ. 
╆ぇこうしぇすぬしは くぇ こさうひき きけあくけ こけ 
すっかっそけくぇき 4-93-80, 4-32-31.

╁¨╆╁[┿】┿ぅ]を ╉ ′┿‶╄』┿〈┿′′¨╋〉
ÄÅÍÜÃÈ ÂÅÐÍÓËÈ, ÍÎ ÍÅ ÂÑÅ

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

‶╄′]╇¨′╄[╉╄ うい ╃けきぇ ゃっすっさぇくけゃ ┿くくっ ╋うたぇえかけゃくっ ╅うかぬちけゃけえ, おけすけさけえ ゃ くけ-
はぉさっ こさけてかけゅけ ゅけょぇ そうさきけえ ╇‶ ╃せぉけゃつっくおけ ぉにかう こさけょぇくに すさう けょうくぇおけゃにた 

きっょうちうくしおうた ぇここぇさぇすぇ, ゃっさくせかう ょっくぬゅう すけかぬおけ いぇ ょゃぇ うい くうた. 
¨ すけき, おぇお くっきけとくせの あっくとうくせ こさっょしすぇ-

ゃうすっかぬくうちに そうさきに しゃけいうかう ゃ ぉぇくお, ゅょっ し 
うた こけきけとぬの (しぇきけしすけはすっかぬくけ けくぇ くっ しきけゅかぇ 
ぉに ねすけゅけ しょっかぇすぬ) ╅うかぬちけゃぇ しくはかぇ しけ しゃけっえ 
おくうあおう こけつすう ゃしの しせききせ, ╀[ こうしぇか ゃ わ139 
けす 4 ょっおぇぉさは. ┿くくぇ ╋うたぇえかけゃくぇ くっ しけぉうさぇ-
かぇしぬ こさうけぉさっすぇすぬ すさう ぇここぇさぇすぇ, おさけきっ すけゅけ, 
けくぇ せすゃっさあょぇっす, つすけ こさけょぇゃちに ゃにょっさくせかう 
いぇあぇすにっ ょっくっあくにっ おせこのさに せ くっひ うい させお. ]け-
ちうぇかぬくにえ さぇぉけすくうお 〈ぇきぇさぇ 〈せすにくうくぇ ゃしひ ねすけ 
ゃさっきは ゃっかぇ ょけかゅうっ こっさっゅけゃけさに し そうさきけえ, 
ょけぉうゃぇはしぬ, つすけぉに くっつっしすくけえ こけ しゃけっえ しせすう 
しょっかおっ ょぇかう いぇょくうえ たけょ, ゃっさくせかう ょっくぬゅう ┿くくっ 
╅うかぬちけゃけえ う いぇぉさぇかう くぇいぇょ くっくせあくにっ っえ 

きっょうちうくしおうっ こさうぉけさに. [っつぬ ういくぇつぇかぬくけ てかぇ 
けぉけ ゃしった すさひた ぇここぇさぇすぇた, ぇ くっ け ょゃせた うい くうた.

〈ぇきぇさぇ 〈さけそうきけゃくぇ っとひ くぇょっっすしは, つすけ 
こさっょしすぇゃうすっかぬ そうさきに ゃにこけかくうす けぉっとぇくうっ う 
ゃしひ-すぇおう ゃっさくひす ょっくぬゅう いぇ こけしかっょくうえ ぇここぇ-
さぇす, くけ くぇょっあょぇ しかぇぉっっす. ╉ぇお せすゃっさあょぇのす ゃ 
こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくぇた, ゃ ぇくぇかけゅうつくにた 
しかせつぇはた ょけおぇいぇすぬ ゃうくせ こさけょぇゃちぇ こけ おぇおけえ-
かうぉけ しすぇすぬっ せゅけかけゃくけゅけ かうぉけ ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくけゅけ おけょっおしぇ ゃしっゅょぇ けつっくぬ しかけあくけ. 』すけ あ, 
こせしすぬ うた けしせょうす けぉとっしすゃっくくけっ きくっくうっ. ╁っしぬ 
╀っさひいけゃしおうえ すっこっさぬ いくぇっす: ゃ ╇‶ ╃せぉけゃつっくおけ 
さぇぉけすぇのす くっつうしすにっ くぇ させおせ かのょう. ′っ こけこぇ-
ょぇえすっしぬ くぇ せょけつおせ!

╁｠╀¨[｠–2011
]╁╄╃╄′╇ぅ

 け こけしすせこかっくうう う さぇしたけょけゃぇくうう しさっょしすゃ  ういぉうさぇすっかぬくにた そけくょけゃ おぇくょうょぇすけゃ こさう こさけゃっょっくうう 13 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ 
ょけしさけつくにた ゃにぉけさけゃ ゅかぇゃに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ (こけ うくそけさきぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ けすょっかっくうは わ6150 ]ぉっさぉぇくおぇ [けししうう)  

こけ しけしすけはくうの くぇ 09 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 1
╂けかけゃくは 〈ぇ-

きぇさぇ ╃きうすさう-
っゃくぇ

310   310 1 310  300 300         

 2
┿さすっきぬっゃぇ 

〈ぇすぬはくぇ ╀けさう-
しけゃくぇ 

5000   5000 1 5000 1000 1000         

‶さっょしっょぇすっかぬ ぉっさひいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ すっささうすけさうぇかぬくけえ ういぉうさぇすっかぬくけえ おけきうししうう ′.┿. ‶けすぇこけゃぇ

19 はくゃぇさは ゃ 16.00 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 (╂ぇゅぇさうくぇ, 7)
 しけしすけうすしは ゃっつっさ こけねいうう ′うおけかぇは [せぉちけゃぇ, こけしゃはとひくくにえ 75-かっすうの こけねすぇ.

╁けす ねすけ – くっす.

╁けす ねすけ – ょぇ.
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13 はくゃぇさは. ╁ぇしうかぬっゃ ゃっつっさ. 】っょさけゃぇくぬっ. ]ぇょけ-

ゃけょに ゃ こけかくけつぬ しすさはたうゃぇのす しくっゅ し はぉかけくぬ – ょかは せさけ-
あぇは. ╄しかう ゃ くけつぬ ゃっすっさ ょせっす し のゅぇ – ゅけょ ぉせょっす あぇさ-
おうき う ぉかぇゅけこけかせつくにき, し いぇこぇょぇ – お ういけぉうかうの きけかけおぇ 
う さにぉに, し ゃけしすけおぇ – あょう せさけあぇは そさせおすけゃ.

14 はくゃぇさは. ╆うきっ しっさひょおぇ. ╄しかう ぉせょっす すせきぇく – お 
せさけあぇの.

18 はくゃぇさは. ╉さっとっくしおうえ しけつっかぬくうお – ゅけかけょくにえ ゃっ-
つっさ. ‶けかくにえ きっしはち – お ぉけかぬてけきせ さぇいかうゃせ. ]けぉうさぇのす 
しくっゅ ょかは ぉっかっくうは たけかしすけゃ, ょかは ぉぇくう.

19 はくゃぇさは. ╉さっとっくぬっ. ╉さっとっくしおうっ きけさけいに. ╁ 
くけつぬ くっぉけ けすおさにゃぇっすしは (こさけはしくはっすしは). ╉けかう きっすっかぬ, 
すけ きっしすう っえ う つっさっい すさう きっしはちぇ. ╁ くぇさけょっ ねすけす ょっくぬ 
くぇいにゃぇのす ╀けゅけはゃかっくぬっき. ╄しかう ょっくぬ すひこかにえ – たかっぉ 
ぉせょっす すひきくにえ, すけ っしすぬ ゅせしすけえ; たけかけょくにえ, はしくにえ – 
かっすけ こさっょしすけうす いぇしせてかうゃけっ; こぇしきせさくにえ う しくっあくにえ 
– あょうすっ けぉうかぬくけゅけ せさけあぇは. ╉さっとっくぬっ こけょ こけかくにえ 

きっしはち – ぉにすぬ ぉけかぬてけえ ゃけょっ. ]けぉぇおう きくけゅけ かぇのす – 
ぉせょっす きくけゅけ ょうつう う いゃっさは.

21 はくゃぇさは. ╄きっかぬはく ╆うきくうえ. ]せょはす け たぇさぇおすっさっ 
いうきに けおけくつぇすっかぬくけ. ╄しかう こけょせっす し のゅぇ – こけしせかうす ゅさけ-
いけゃけっ かっすけ.

23 はくゃぇさは. ╂さうゅけさうえ ╊っすけせおぇいぇすっかぬ. ╄あっかう うくっえ 
くぇ ょっさっゃぬはた, しすけゅぇた う しおうさょぇた – お きけおさけきせ う たけかけょ-
くけきせ かっすせ.

24 はくゃぇさは. 《っょけしっっゃけ すっこかけ. ╄しかう すっこかけ, いくぇすぬ 
くぇ さぇくくのの ゃっしくせ こけてかけ.

25 はくゃぇさは. 〈ぇすぬはくうく ょっくぬ. ‶さけゅかはくっす しけかくにておけ 
– お さぇくくっきせ こさうかひすせ こすうち, しくっゅ – かっすけ ょけあょかうゃけっ.

28 はくゃぇさは. ‶ひすさ-‶ぇゃっか ょくは こさうぉぇゃうか. ╉けかう ゃっ-
すっさ, ぉせょっす ゅけょ しにさけえ.

30 はくゃぇさは. ┿くすけく ‶っさっいうきくうえ. ‶っさっいうきくうお – けぉ-
くぇょひあうす, けぉすっこかうす, ぇ こけすけき けぉきぇくっす – ゃしひ きけさけいけき 
しすはくっす. ′っ ゃっさぬ すひこかけえ こけゅけょっ いうきけえ.

╊〉′′｠╈ ╉┿╊╄′╃┿[を
] 13 はくゃぇさは こけ 15 はくゃぇさは.  ‶けかうゃ う こけょおけさきおぇ さぇしすっくうえ きう-

くっさぇかぬくにきう せょけぉさっくうはきう. ‶けしっゃ う こけしぇょおぇ しっきはく こっすさせておう, しぇかぇすぇ, 
おけさくっこかけょけゃ しっかぬょっさっは, さっこに う しゃひおかに くぇ いっかっくぬ, いかぇおけゃ ょかは こけかせ-
つっくうは ゃうすぇきうくくにた こさけさけしすおけゃ. ╀かぇゅけこさうはすくけっ ゃさっきは せしすぇくけゃおう くぇ 
こけょけおけくくうおっ かせおけゃうち さっこつぇすけゅけ かせおぇ ょかは ゃにゅけくおう くぇ こっさけ.

] 16 はくゃぇさは こけ 17 はくゃぇさは. ╁けいきけあっく こけしっゃ さっきけくすぇくすくけえ いっきかは-
くうおう (し ょけしゃっつうゃぇくうっき こさう こけはゃかっくうう ゃしたけょけゃ). ‶さうけぉさっすっくうっ せょけ-
ぉさっくうえ, うくゃっくすぇさは, しっきはく. ‶けょゅけすけゃおぇ こけつゃに ょかは さぇししぇょに う すぇさに ょかは 
しっきはく. ¨しきけすさ おかせぉくっえ ゅっけさゅうくけゃ う おかせぉくっかせおけゃうち ゅかぇょうけかせしけゃ, こさけ-
ゃっさおぇ けゃけとくにた いぇこぇしけゃ.

] 18 はくゃぇさは こけ 19 はくゃぇさは. ‶けかうゃ う こけょおけさきおぇ きうくっさぇかぬくにきう 
せょけぉさっくうはきう おけきくぇすくにた ちゃっすけゃ, ゃにゅけくけつくけえ いっかっくう う さぇししぇょに. ‶け-
しっゃ さっきけくすぇくすくけえ いっきかはくうおう (し ょけしゃっつうゃぇくうっき). ‶けしっゃ けょくけかっすくうた 
ちゃっすけゃ (しぇかぬゃうは, かけぉっかうは, ゅゃけいょうおぇ 【ぇぉけ う ょさ.) し ょけしゃっつうゃぇくうっき 
ゃしたけょけゃ. ‶けしっゃ うくょっすっさきうくぇくすくにた しけさすけゃ う ゅうぉさうょけゃ すけきぇすぇ う ゃにしけ-
おけさけしかけゅけ こっさちぇ ょかは けぉけゅさっゃぇっきにた すっこかうち. ‶けしっゃ かうしすけゃにた けゃけとっえ 
(おさっしし-しぇかぇすぇ う こさ.) ょかは いうきくっえ ゃにゅけくおう.

] 20 はくゃぇさは こけ 21 はくゃぇさは. ‶¨╊′¨╊〉′╇╄. ′っぉかぇゅけこさうはすくけっ 
ゃさっきは ょかは こけしっゃけゃ, こけしぇょけお う こっさっしぇょけお けゃけとくにた おせかぬすせさ. 〉ょけぉくけっ 
ゃさっきは ょかは さぇぉけす し いっきかひえ. ‶さうけぉさっすっくうっ しっきはく, せょけぉさっくうえ, しすうきせ-
かはすけさけゃ. ‶けょゅけすけゃおぇ こけつゃに ょかは さぇししぇょに う すぇさに ょかは こけしっゃぇ しっきはく. 
‶けかぬいせ こさうくっしひす ぉけさぬぉぇ し ゃさっょうすっかはきう う ぉけかっいくはきう おけさくっゃけえ しうしすっ-
きに さぇしすっくうえ. [ぇぉけすぇ ゃ しぇょせ.

] 22 はくゃぇさは こけ 23 はくゃぇさは. ╁けいきけあくぇ こけしぇょおぇ おけさくっこかけょけゃ こっ-
すさせておう う しゃひおかに ょかは ゃにゅけくおう. ‶けょゅけすけゃおぇ こけつゃっくくにた しきっしっえ ょかは さぇし-
しぇょに. ‶さうけぉさっすっくうっ せょけぉさっくうえ, しすうきせかはすけさけゃ, しっきはく. ╀けさぬぉぇ し ゃさっ-
ょうすっかはきう う ぉけかっいくはきう おけさくっえ おけきくぇすくにた さぇしすっくうえ.

] 24 はくゃぇさは こけ 26 はくゃぇさは. ‶けしぇょおぇ おけさくっこかけょけゃ こっすさせておう う しゃひ-
おかに ょかは ゃにゅけくおう. ¨しきけすさ おかせぉくっおけさくっえ ゅっけさゅうくけゃ う おかせぉくっかせおけゃうち 
ゅかぇょうけかせしけゃ, おかせぉくっえ ぉっゅけくうえ. 》けさけてうえ こっさうけょ ょかは けぉさっいおう う そけさ-
きうさけゃぇくうは おけきくぇすくにた さぇしすっくうえ.

] 27 はくゃぇさは こけ 28 はくゃぇさは. ‶けかうゃ う こけょおけさきおぇ けさゅぇくうつっしおうきう 
せょけぉさっくうはきう ゃにゅけくけつくにた けゃけとくにた おせかぬすせさ う おけきくぇすくにた ちゃっすけゃ. ‶け-
しぇょおぇ おけさくっこかけょけゃ こっすさせておう う しゃひおかに ょかは ゃにゅけくおう. [にたかっくうっ こけつゃに 
ゃ ゅけさておぇた. ╀けさぬぉぇ し ゃさっょうすっかはきう う ぉけかっいくはきう おけきくぇすくにた さぇしすっくうえ. 
′っ さっおけきっくょせっすしは さぇいきくけあぇすぬ さぇしすっくうは つっさっくおぇきう う けすゃけょおぇきう.

] 29 はくゃぇさは こけ 30 はくゃぇさは. ′っぉかぇゅけこさうはすくにっ ょくう ょかは こけしぇょけお. 
ぁそそっおすうゃくぇ ぉけさぬぉぇ し ゃさっょうすっかはきう う ぉけかっいくはきう さぇしすっくうえ.

′┿ ╆┿╋╄〈╉〉

┳┴┬┴┲┨┤ ┦┵┖ ┵┨┩┯┤┩┶ ┵┤┰┤
〈ぇすぬはくぇ 《[¨╊¨╁┿, 
しぇょけゃけょ こさうさけょくけゅけ いっきかっょっかうは
╉けゅょぇ ょさっゃくうっ かのょう くぇつぇかう いぇ-

くうきぇすぬしは いっきかっょっかうっき, けくう こけくう-
きぇかう, おぇおけえ きせょさにえ こけょぇさけお けくう 
こけかせつうかう, う こけつうすぇかう いっきかの, おぇお 
ぉけあっしすゃけ, ょぇさせのとっっ あういくぬ. 

¨くう いくぇかう, つすけ いっきかは – あうゃぇは. 
╇ つっかけゃっお, さぇいさせてぇは っひ, ゃすけさゅぇ-
っすしは ゃ こかけょけさけょくにえ きったぇくういき, 
おけすけさにえ いぇょせきぇく こさうさけょけえ. 

]さぇゃくうき くぇて けゅけさけょ う かっし, ゅょっ 
こさっおさぇしくけ さぇしすせす ょっさっゃぬは, はゅけ-
ょに, おせしすぇさくうおう, ゅさうぉに. ┿ ゃっょぬ 
かっし くうおすけ くっ せょけぉさはっす. 〈ぇき さぇし-
すっくうっ あうゃひす, こうすぇっすしは う せきうさぇっす, 
ゃけいゃさぇとぇは  こけかせつっくくけっ いぇ ゃさっきは 
あういくう けぉさぇすくけ ゃ こけつゃせ. ‶けつゃっく-
くにっ きうおさけけさゅぇくういきに こうすぇのすしは 
けさゅぇくうおけえ, ゃにょっかはは せゅかっおうしかにえ 
ゅぇい, おけすけさにえ くっけぉたけょうき さぇしすっ-
くうはき ょかは こけしすさけっくうは しゃけうた すっか. 
╉さけきっ ねすけゅけ けくう こさけゅさっゃぇのす こけ-
つゃせ しゃけうき «ょにたぇくうっき», くぇ こけ-
ゃっさたくけしすう すっきこっさぇすせさぇ こけつゃに 
ゃにてっ くぇ すさう-こはすぬ ゅさぇょせしけゃ. ¨くう 

しくぇぉあぇのす おうしかけさけょけき う しけいょぇのす 
けこすうきぇかぬくにっ せしかけゃうは ょかは さぇし-
すっくうえ. 〉ょけぉさっくうは, おけすけさにきう きに 
とっょさけ いぇしにこぇっき いっきかの, くっ ょぇのす 
くう  おうしかけさけょぇ, くう せゅかっさけょぇ. 

╁ かっしせ くうおすけ くっ たけょうす し かっえおけえ. 
╁しは こけつゃぇ こさけくういぇくぇ きうかかうけくぇ-
きう おぇくぇかけゃ, ゃっょぬ っひ さぇいさにたかはのす 
くぇしっおけきにっ, つっさゃう, おけさくう さぇしすっ-
くうえ. 〈ひこかにえ ゃけいょせた, こさけくうおぇは ゃ 
こけつゃっくくにっ おぇくぇかに, しけいょぇひす おけく-
ょっくしぇす う すぇおうき けぉさぇいけき こさけうし-
たけょうす ぇゃすけこけかうゃ. ‶けさうしすぇは こけつゃぇ 
さぇゃくけきっさくけ ゃこうすにゃぇっす ゃかぇゅせ う 
さぇしこさっょっかはっす っひ. ╄しかう っしすぬ っょぇ, 
すけ こさうたけょはす う っょけおう. ╆ぇきっつぇすっかぬ-
くにっ すさせあっくうおう – ょけあょっゃにっ つっさ-
ゃう. ¨くう ぇおすうゃくけ さにたかはす いっきかの う, 
こさけこせしおぇは つっさっい しっぉは, けぉけゅぇとぇのす 
っひ けさゅぇくうつっしおうきう おうしかけすぇきう. 

′っけぉたけょうきけ ぉっさっあくけ  う し せゃぇ-
あっくうっき けすくけしうすぬしは お こさうさけょくにき 
こけきけとくうおぇき う くっ きってぇすぬ こさうさけょっ 
しゃけうき くっせきっかにき たけいはえしすゃけゃぇくうっき.

¨╁¨】′┿ぅ ╃[〉╅╀┿ 
╁に いくぇかう, つすけ ゃにさぇとうゃぇくうっ きけくけおせかぬすせさ しこけしけぉしすゃせっす さぇいゃうすうの 

ぉけかっいくっえ う こさうゃかっおぇっす ゃさっょうすっかっえ? 』すけぉに ういぉっあぇすぬ ねすけゅけ, いぇえきう-
すっしぬ しきってぇくくにきう こけしぇょおぇきう. ╁さっょうすっかう うとせす こうとせ こけ いぇこぇたせ, ぇ っしかう 
っゅけ かのぉうきにえ けゃけと けおさせあひく ょさせゅうきう おせかぬすせさぇきう, ゃさぇゅ ぉせょっす ょっいけ-
さうっくすうさけゃぇく う けすこさぇゃうすしは うしおぇすぬ ぉけかっっ せょけぉくにえ «けぉっょっくくにえ しすけか». 
╂かぇゃくけっ いくぇすぬ しけゃきっしすうきけしすぬ さぇしすっくうえ. ╉ぇさすけそっかぬ せあうゃひすしは ゃきっしすっ し 
おぇこせしすけえ, そぇしけかぬの, かせおけき. ¨ゅせさちに しけつっすぇのすしは し さっょうしけき う すけきぇすぇきう. 
┿ おけきこぇくうの おぇぉぇつおけゃ けすかうつくけ さぇいぉぇゃはす そぇしけかぬ, きはすぇ う くぇしすせさちうは.

╉╊〉╀ ]┿╃¨╁¨╃¨╁

╉┿╉ ╆┿╀｠〈を ‶[¨ ╊¨‶┿〈〉?

¨つっさっょくぇは ゃしすさっつぇ おかせぉぇ かのぉうすっかっえ しぇょぇ う けゅけさけょぇ 
しけしすけうすしは 30 はくゃぇさは ゃ 16.00 ゃ ╀うぉかうけすっおっ しっきっえくけゅけ つすっくうは 

(せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7). 〈っきぇ: «〈けきぇすに».

′ぇ こさけすはあっくうう ょゃせた かっす ゃ しすっ-
くぇた ぉうぉかうけすっおう しっきっえくけゅけ つすっくうは 
しけぉうさぇのすしは くっ すけかぬおけ おくうゅけかの-
ぉに, くけ う しぇょけゃけょに – すぇき さぇぉけすぇ-
っす ╉かせぉ こさうさけょくけゅけ いっきかっょっかうは 
«╀っさひいけゃしおうえ しぇょけゃけょ». 

‶さうさけょくけっ いっきかっょっかうっ – ぉっ-
さっあくけっ けすくけてっくうっ お いっきかっ. ╄しかう 
ゃしこけきくうすぬ うしすけさうの, ょけ さっそけさき 
‶っすさぇ I いっきかの けぉさぇぉぇすにゃぇかう しけ-
たけえ, おけすけさぇは くっ こっさっこぇたうゃぇかぇ 
いっきかの, ぇ ょっかぇかぇ ゃ くっえ ぉけさけいょせ 
ょかは こけしぇょおう しっきはく. 〉あっ こけいあっ 
かのょう くぇつぇかう ぇおすうゃくけ こっさっこぇたう-
ゃぇすぬ いっきかの, ぉせおゃぇかぬくけ こっさっゃけ-
さぇつうゃぇは こけつゃせ し くけゅ くぇ ゅけかけゃせ, 
せぉうゃぇは こけかっいくにっ ぉぇおすっさうう. 

┿ ゅかぇゃくぇは いぇょぇつぇ こさうさけょくけゅけ 
いっきかっょっかうは こけかせつうすぬ ねおけかけゅうつっ-
しおう ぉっいけこぇしくにえ せさけあぇえ, こけゃにしうゃ 
こさう ねすけき こかけょけさけょくけしすぬ こけつゃに う 
せきっくぬてうゃ すさせょけひきおけしすぬ しぇょけゃにた 
さぇぉけす. ‶さけとっ ゅけゃけさは – さぇぉけすぇってぬ 
きっくぬてっ, ぇ こけかせつぇってぬ ぉけかぬてっ. 

〈ぇおせの けさうっくすぇちうの おかせぉぇ っゅけ 
けさゅぇくういぇすけさ – ぉうぉかうけすっおぇさぬ 
╊のぉけゃぬ ╁ぇかっさうぇくけゃくぇ ╊ぇこすっゃぇ 
– ゃにぉさぇかぇ ぉかぇゅけょぇさは しぇょけゃけょせ し 
ぉけかぬてうき しすぇあっき 〈ぇすぬはくっ ┿かっお-
しぇくょさけゃくっ 《さけかけゃけえ, おけすけさぇは 
こさうてかぇ くぇ けょくけ うい こっさゃにた いぇしっ-
ょぇくうえ う さぇししおぇいぇかぇ けぉ けこにすっ けさ-
ゅぇくうつっしおけゅけ いっきかっょっかうは. 

〈っこっさぬ 〈ぇすぬはくぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ, 
はゃかはのとぇはしは かうょっさけき こけょけぉくけゅけ 
おかせぉぇ, さぇぉけすぇのとっゅけ ゃ ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅっ, こさけしゃっとぇっす ぉっさひ-
いけゃしおうた しぇょけゃけょけゃ. ╁きっしすっ 
し ╊のぉけゃぬの ╁ぇかっさうぇくけゃくけえ 
さぇい ゃ きっしはち けくう こさけゃけょはす 
いぇしっょぇくうは けぉとっしすゃぇ, くぇ おけ-
すけさにた くっ すけかぬおけ さぇししおぇいに-
ゃぇのす すっけさうの け こさうくちうこぇた 
こさうさけょくけえ ぇゅさけすったくうおう, 
くけ う ょっかはすしは しゃけうき けこに-
すけき. ╁しっ こけしすけはくくにっ つかっ-
くに おかせぉぇ せあっ さぇししすぇかうしぬ 
し かけこぇすぇきう, けすおぇいぇかうしぬ けす 
すさせょけひきおけゅけ ゃしおぇこにゃぇくうは 
せつぇしすおけゃ, さっゅせかはさくけえ こけ-
かうゃおう う きくけゅけつぇしけゃけえ こさけ-
こけかおう ゅさはょけお. 

〈っこっさぬ しぇょけゃけょに さにたかはす 
こけつゃせ し こけきけとぬの ょけあょっ-
ゃにた つっさゃっえ, おけすけさにた しぇきう 
う さぇいゃけょはす. ╁ ょけきぇてくうた 
せしかけゃうはた うい ぉにすけゃにた けす-
たけょけゃ けくう くぇせつうかうしぬ ょっ-
かぇすぬ こかけょけさけょくにえ ゅせきせし 
– うょっぇかぬくせの いっきかの ょかは 
さぇししぇょに. ′ぇ しけぉしすゃっくくにた 
せつぇしすおぇた けくう こさけゃっさうかう ねそそっお-
すうゃくけしすぬ きせかぬつうさけゃぇくうは う すひ-
こかにた ゅさはょけお. 

– ぅ くっ ゃしおぇこにゃぇの こけかっ こけょ 
おぇさすけそっかぬ, – ゅけゃけさうす ╊のぉけゃぬ 
╊ぇこすっゃぇ. – ╋けえ しにく いぇ つぇし さにた-
かうす こけつゃせ ゃうかぇきう. ╇ せさけあぇえ くぇ 
すぇおけき こけかっ くうつせすぬ くっ たせあっ, つっき 

こけしかっ すさぇょうちうけくくけえ ゃしこぇておう 
せつぇしすおぇ.

╄しかう う ゃに たけすうすっ ゃけいょっかにゃぇすぬ 
しゃけえ せつぇしすけお, けぉたけょはしぬ «きぇかけえ 
おさけゃぬの», – ょけぉさけ こけあぇかけゃぇすぬ ゃ 
おかせぉ. ╁しすさっつう おかせぉぇ こさけたけょはす さぇい 
ゃ きっしはち, け くうた きに さっゅせかはさくけ しけ-
けぉとぇっき ゃ くけきっさぇた ╀[.

¨╂¨[¨╃

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

』〈¨╀｠ ╂¨╃ ╀｠╊ 〉[¨╅┿╈′｠╋
》けすうすっ, つすけぉに ゃぇて けゅけさけょ 

こさうくけしうか っとひ ぉけかぬてっ けゃけ-
とっえ – さぇぉけすぇえすっ し こけつゃけえ 
こさぇゃうかぬくけ. ‶さけゃけょうすっ きせかぬ-
つうさけゃぇくうっ う ゃにさぇとうゃぇえすっ 
しうょっさぇすに. 

╋せかぬつうさけゃぇくうっ しょっさあうゃぇ-
っす さけしす しけさくはおけゃ ゃ こはすぬ さぇい, 
こさっょけすゃさぇとぇっす ういかうてくっっ うし-
こぇさっくうっ ゃかぇゅう うい こけつゃに, しけい-
ょぇひす すっくぬ う こけこけかくはっす いっきかの 
けさゅぇくうおけえ – かせつてうき こさうさけょ-
くにき せょけぉさっくうっき. ╀かぇゅけょぇさは 
きせかぬつっ ゃっさたくうえ しかけえ こけつゃに 

ゃしっゅょぇ さにたかにえ う けくぇ けぉっしこっ-
つうゃぇっす こうすぇくうっき こけつゃっくくせの 
きうおさけそかけさせ, ぇ すぇおあっ あうゃけす-
くにた, おけすけさにっ ゃ こさけちっししっ あうい-
くっょっはすっかぬくけしすう ょぇのす さぇしすっ-
くうの せゅかっおうしかにえ ゅぇい. 

╋せかぬつうさけゃぇくうっ けさゅぇくうおけえ 
こさけういゃけょはす こけしかっ ゃしたけょぇ さぇし-
すっくうえ う こさけょけかあぇのす ょけ けしっくう. 
]おけてっくくせの すさぇゃせ しかっょせっす こさう-
きうくぇすぬ こけしかっ せゃはょぇくうは う せおかぇ-
ょにゃぇすぬ しかけっき 5-7 しぇくすうきっすさけゃ. 
‶けつゃせ こっさっょ ねすうき くっけぉたけょうきけ 
こさけさにたかうすぬ. 

╇い くっけさゅぇくうつっしおうた きぇすっさうぇ-
かけゃ かせつてっ うしこけかぬいけゃぇすぬ つひさくせの 
しゃっすけくっこさけくうちぇっきせの こかひくおせ, 
おけすけさぇは うきっっす こっさそけさぇちうの う 
こさけこせしおぇっす ゃかぇゅせ. ╋せかぬつうさけ-
ゃぇくうっ けぉっしこっつうす こけゃにてっくうっ 
せさけあぇえくけしすう: けゅせさちに, おぇぉぇつおう, 
すにおゃぇ ょぇょせす ゃぇき くぇ 30% ぉけかぬてっ 
こかけょけゃ. 

]うょっさぇすに くぇいにゃぇのす いっかひくにき 
せょけぉさっくうっき. ╇た ゃにさぇとうゃぇのす 
ょかは せかせつてっくうは しすさせおすせさに こけ-
つゃに う けぉけゅぇとっくうは っひ けさゅぇくう-
つっしおうきう ゃっとっしすゃぇきう. ╋くけゅうっ 

しぇょけゃけょに, ゃにさぇしすうゃ くぇ せつぇしすおっ 
さけあぬ うかう けゃひし, こっさっおぇこにゃぇのす 
こけつゃせ, う ねすけ くっこさぇゃうかぬくけ. ‶さう 
ゃしこぇたうゃぇくうう うょひす くぇしきぇさおせ 
しすさせおすせさくぇは さぇぉけすぇ おけさくっえ, ぇ 
しゃっさたせ くっ けぉさぇいせっすしは きせかぬつぇ 
うい おけきこけしすぇ. ′っ ょっかぇえすっ ねすけえ 
けてうぉおう: こさけしすけ こけょさっいぇえすっ 
しすっぉっかぬ くぇ ゅかせぉうくっ 2-3 しき すはこ-
おけえ うかう こかけしおけさっいけき う けしすぇゃ-
かはえすっ くぇ ゅさはょおっ.



15 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà Ïðîãðàììà êàáåëüíîãî òåëåâèäåíèÿ4

17 ぅ′╁┿[ぅ 18 ぅ′╁┿[ぅ 19 ぅ′╁┿[ぅ 20 ぅ′╁┿[ぅ 21 ぅ′╁┿[ぅ 22 ぅ′╁┿[ぅ 23 ぅ′╁┿[ぅ
6:00 ╃/《 ╀╇╊╊ ╂╄╈〈]: ╉┿╉ 』〉╃┿╉ ╇╆╋╄′╇╊ ╋╇[

7:00, 15:00 ╃/] ╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 ‶┿╉╇]〈┿′!

8:00, 16:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

9:00, 17:00 ╃/] 』┿╈′｠╈ ‶〉〈を ╁ ′╄╀╄]┿

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00, 18:00 ╃/《 《┿╊を【╇╁¨╋¨′╄〈』╇╉╇ ╂╇〈╊╄[┿

11:00, 19:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

12:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

13:00 ╃/《 ╉¨[┿╀╄╊を′｠╄ ╂[┿╀╇〈╄╊╇

14:00 ╃/《 ╀╇╊╊ ╂╄╈〈]: ╉┿╉ 』〉╃┿╉ ╇╆╋╄′╇╊ ╋╇[

20:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ 〉』╄′｠╄

20:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

21:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ′┿ [┿]]╁╄〈╄ – ‶¨]╊╄╃′╇╈ 

╊╇′╉¨[ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿

22:00 ╃/《 ぁ╃〉┿[╃ ╋┿′╄ – ¨]′¨╁¨‶¨╊¨╅′╇╉ 

]¨╁[╄╋╄′′¨╂¨ ╇]╉〉]]〈╁┿

23:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

0:00 ╃/] ╇]〈¨[╇ぅ [┿]╇╆╋┿

1:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

2:00 ╃/《 ]┿╋〉[┿╈]╉╇╈ 《╄]〈╇╁┿╊を ]¨╋┿ ′¨╋┿ ̈ ╈

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ 〉』╄′｠╄

4:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

5:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ′┿ [┿]]╁╄〈╄ – ‶¨]╊╄╃′╇╈ 

╊╇′╉¨[ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿

6:00, 14:00 ╃/《 ぁ╃〉┿[╃ ╋┿′╄ – ¨]′¨╁¨‶¨╊¨╅-

′╇╉ ]¨╁[╄╋╄′′¨╂¨ ╇]╉〉]]〈╁┿

7:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

8:00, 16:00 ╃/] ╇]〈¨[╇ぅ [┿]╇╆╋┿

9:00, 17:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00, 18:00 ╃/《 ]┿╋〉[┿╈]╉╇╈ 《╄]〈╇╁┿╊を ]¨╋┿ 

′¨╋┿ ¨╈

11:00, 19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00, 20:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ 〉』╄′｠╄

12:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

13:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ′┿ [┿]]╁╄〈╄ – ‶¨]╊╄╃′╇╈ 

╊╇′╉¨[ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿

15:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

20:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

21:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

22:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

23:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

0:00 ╃/《 』╄[′┿ぅ ]╋╄[〈を

1:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

2:00 ╃/《 【¨〈╊┿′╃]╉╇╈ ╉╊ぃ』

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ 〉』╄′｠╄

4:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

5:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

6:00, 14:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

7:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

8:00, 16:00 ╃/《 』╄[′┿ぅ ]╋╄[〈を

9:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/《 【¨〈╊┿′╃]╉╇╈ ╉╊ぃ』

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ 〉』╄′｠╄

12:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

13:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

15:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

17:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

18:00 ╃/《 【¨〈╊┿′╃]╉╇╈ ╉╊ぃ』

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╀╇╆╄

21:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿

22:00 ╃/] ╁¨╈′┿ ╁¨╅╃╄╈

23:00 ╃/] ╋¨[]╉┿ぅ ╃╄[╅┿╁┿

0:00 ╃/《 ╋┿[╉ 《¨[]〈╄[: 【╁╄╈『┿[╄『 ╁ ╂¨╊-

╊╇╁〉╃╄

1:00 ╃/] ′¨[╋┿′╃]╉¨╄ ╆┿╁¨╄╁┿′╇╄ ┿′╂╊╇╇

2:00 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╀╇╀╊╇╇

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╀╇╆╄

5:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿

6:00, 14:00 ╃/] ╁¨╈′┿ ╁¨╅╃╄╈

7:00 ╃/] ╋¨[]╉┿ぅ ╃╄[╅┿╁┿

8:00, 16:00 ╃/《 ╋┿[╉ 《¨[]〈╄[: 【╁╄╈『┿[╄『 ╁ 

╂¨╊╊╇╁〉╃╄

9:00 ╃/] ′¨[╋┿′╃]╉¨╄ ╆┿╁¨╄╁┿′╇╄ ┿′╂╊╇╇

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╀╇╀╊╇╇

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╀╇╆╄

13:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿

15:00 ╃/] ╋¨[]╉┿ぅ ╃╄[╅┿╁┿

17:00 ╃/] ′¨[╋┿′╃]╉¨╄ ╆┿╁¨╄╁┿′╇╄ ┿′╂╊╇╇

18:00 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╀╇╀╊╇╇

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

21:00, 5:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

22:00 ╃/《 ╅╄′】╇′｠ ╉╄′′╄╃╇. ]╉┿′╃┿╊を′｠╄ 

╇]〈¨[╇╇

23:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁

0:00 ╃/] ┿《╇′｠: ‶[┿╁╃┿ ¨ ╃╄╋¨╉[┿〈╇╇

1:00 ╃/] ‶¨╃╆╄╋′┿ぅ ╁¨╈′┿

2:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

6:00, 14:00 ╃/《 ╅╄′】╇′｠ ╉╄′′╄╃╇. ]╉┿′╃┿╊を-

′｠╄ ╇]〈¨[╇╇

7:00, 15:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁

8:00, 16:00 ╃/] ┿《╇′｠: ‶[┿╁╃┿ ¨ ╃╄╋¨╉[┿〈╇╇

9:00 ╃/] ‶¨╃╆╄╋′┿ぅ ╁¨╈′┿

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

13:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

17:00 ╃/] ‶¨╃╆╄╋′┿ぅ ╁¨╈′┿

18:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00, 4:00 ╃/《 ╋┿[╇ぅ ╉┿╊╊┿]: ╅╇〈を ╇ 〉╋╄[╄〈を 

╆┿ ╇]╉〉]]〈╁¨ ╇ ╊ぃ╀¨╁を

21:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 》/《 [┿╆╁[┿〈: ╇]〈¨[╇ぅ ╋ぁ[╇ 〉┿╈〈》┿〉]

23:30 ╃/《 ╀[╇╃╅╇〈 ╀┿[╃¨ – ]╇╋╁¨╊ 《[┿′『╇╇

0:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╇′╉╇, 

╋┿╈ぅ ╇ ┿『〈╄╉╇

1:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ

2:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

5:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

6:00 》/《 [┿╆╁[┿〈: ╇]〈¨[╇ぅ ╋ぁ[╇ 〉┿╈〈》┿〉]

7:30 ╃/《 ╀[╇╃╅╇〈 ╀┿[╃¨ – ]╇╋╁¨╊ 《[┿′『╇╇

8:00, 16:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: 

╇′╉╇, ╋┿╈ぅ ╇ ┿『〈╄╉╇

9:00, 17:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00, 18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/《 ╋┿[╇ぅ ╉┿╊╊┿]: ╅╇〈を ╇ 〉╋╄[╄〈を ╆┿ 

╇]╉〉]]〈╁¨ ╇ ╊ぃ╀¨╁を

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 》/《 [┿╆╁[┿〈: ╇]〈¨[╇ぅ ╋ぁ[╇ 〉┿╈〈》┿〉]

15:30 ╃/《 ╀[╇╃╅╇〈 ╀┿[╃¨ – ]╇╋╁¨╊ 《[┿′『╇╇

18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/《 ╋╄′╃╄╊を]¨′, ′┿『╇]〈｠ ╇ ぅ

21:00 ╃/《 ╊╄〈┿ぃ】╇╈ ┿╁╇┿′¨]╄『

22:00 ╃/《 ╇╇]〉]: ′╄╇╆╁╄]〈′｠╄ ╂¨╃｠ ╅╇╆′╇

23:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

0:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ 

╄╂╇‶╄〈

1:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

2:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/《 ╋╄′╃╄╊を]¨′, ′┿『╇]〈｠ ╇ ぅ

5:00 ╃/《 ╊╄〈┿ぃ】╇╈ ┿╁╇┿′¨]╄『

6:00 ╃/《 ╇╇]〉]: ′╄╇╆╁╄]〈′｠╄ ╂¨╃｠ ╅╇╆′╇

7:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

8:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ 

╄╂╇‶╄〈

9:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/《 ╋╄′╃╄╊を]¨′, ′┿『╇]〈｠ ╇ ぅ

13:00 ╃/《 ╊╄〈┿ぃ】╇╈ ┿╁╇┿′¨]╄『

14:00 ╃/《 ╇╇]〉]: ′╄╇╆╁╄]〈′｠╄ ╂¨╃｠ ╅╇╆′╇

15:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

16:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ 

╄╂╇‶╄〈

17:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/《 [╄╋╀[┿′╃〈. ぅ ¨╀╁╇′ぅぃ!

22:00 ╃/《 ╊╄╂╄′╃｠ ¨ ]┿′〈┿ ╉╊┿〉]╄

23:00 ╃/] ╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 ‶┿╉╇]〈┿′!

6.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》
6.30 «╄╃┿»
7.00, 20.00 〈/] «╁¨╆を╋╇ ╋╄′ぅ ] ]¨╀¨╈»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30, 18.30 〈/] «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»
12.00 》/《 «╃╁┿ ╀╄[╄╂┿» 
13.30 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»
14.00 «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
21.00 «′╄╆╁┱╆╃′¨╄ ╃╄〈]〈╁¨»
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «′┿ ╀╄[╄╂〉 ╀¨╊を【¨╈ [╄╉╇»
01.05 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.05 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 «╄╃┿»

7.00, 20.00 〈/] «╁¨╆を╋╇ ╋╄′ぅ ] ]¨╀¨╈»

8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30, 18.30 〈/] «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»

12.00 》/《 «╃╁¨╄ ╁ ′¨╁¨╋ ╃¨╋╄» 

13.35 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

14.00 «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»

15.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈»

18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

21.00 «′╄╆╁┱╆╃′¨╄ ╃╄〈]〈╁¨»

21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»

23.00, 02.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.45 》/《 «]╊╄╃｠ ′┿ ]′╄╂〉» 

01.20 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈»

18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»

18.30 〈/] «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «╁¨╆を╋╇ ╋╄′ぅ ] ]¨╀¨╈»

21.00 «′╄╆╁┱╆╃′¨╄ ╃╄〈]〈╁¨»

21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.35 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

23.45 ╃[┿╋┿ «╄╃╇′¨╅╃｠ ]¨╊╂┿╁…»

01.40 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.30 «′╄ ¨〈[╄╉┿ぃ〈]ぅ ╊ぃ╀ぅ»

04.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 «╄╃┿»

7.00, 20.00 〈/] «╁¨╆を╋╇ ╋╄′ぅ ] ]¨╀¨╈»

8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30, 18.30 〈/] «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»

12.00 》/《 «╄╃╇′¨╅╃｠ ]¨╊╂┿╁…»

14.00 «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»

15.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈»

18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

21.00 «′╄╆╁┱╆╃′¨╄ ╃╄〈]〈╁¨»

21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 》/《 «〈ぃ[╄╋′｠╈ [¨╋┿′]» 

01.30 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 «╄╃┿»

7.00 «‶[┿╁¨ ╀｠〈を ¨〈『¨╋»

8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»

9.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

12.00 》/《 «〈ぃ[╄╋′｠╈ [¨╋┿′]» 

14.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

18.00 «‶[¨《╄]]╇╇». ┿╃╁¨╉┿〈｠

18.30 》/《 «′┿]╊╄╃′╇『｠» 

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 》/《 «′┿]╊╄╃′╇『｠», ‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄

21.30 〈/]  «╉¨╊¨╋╀¨» 

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 》/《 «〈┿╈′┿ «』┱[′｠》 ╃[¨╆╃¨╁» 

01.40 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.30 «′╄ ¨〈[╄╉┿ぃ〈]ぅ ╊ぃ╀ぅ»

04.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.55 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.25 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.00 «╄╃┿»

7.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

7.30 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊» 

9.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

10.00 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

11.00 》/《 «〈[¨╄ ╁ ╊¨╃╉╄, ′╄ ]』╇〈┿ぅ ]¨╀┿╉╇» 

13.35 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

14.00 «╃╄╉¨[┿〈╇╁′｠╄ ]〈[┿]〈╇»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 》/《 «] ╊ぃ╀╇╋｠╋╇ ′╄ [┿]]〈┿╁┿╈〈╄]を» 

17.30 «‶[¨【╊┿ ╊ぃ╀¨╁を…»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 〈/] «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»

23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «╇】〉 ╃[〉╂┿ ╅╇╆′╇» 

02.00 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.00 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.10 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

6.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.30 «╄╃┿»

7.00 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

7.30 «╄╃┿»

8.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

8.10 》/《 «〈┿╈′┿ «』┱[′｠》 ╃[¨╆╃¨╁» 

10.00 «╉〉》′ぅ»

10.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

11.00 》/《 «╆╇〈┿ ╇ ╂╇〈┿» 

13.30 «╋╄』〈┿〈╄╊╇ ╇╆ ╀¨╋╀╄ぅ»

14.30 》/《 «╂┿′╂, 〈╁¨╇ ╁¨╃｠ ╆┿╋〉〈╇╊╇]を» 

18.00 «╋╄』〈┿〈╄╊╇ ╇╆ ╀¨╋╀╄ぅ»

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 》/《 «′╇╉¨╂╃┿ ′╄ ╂¨╁¨[╇ «‶[¨】┿╈» 

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00 》/《 «¨]╄′′╇╈ ╋┿[┿《¨′» 

01.50 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.50 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 》/《 «╆╁╄╆╃┿ ‶╊╄′╇〈╄╊を′¨╂¨ ]』┿]〈をぅ», 

1 ╇ 2 ]╄[╇╇
11.50 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ] ‶[╇╁╇╊╄╂╇ぅ╋╇»
12.00, 15.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ] ‶[╇╁╇╊╄╂╇ぅ╋╇» (¨╉¨′-

』┿′╇╄)
15.30 〈/] «┿╃‒ぃ〈┿′〈 ╄╂¨ ‶[╄╁¨]》¨╃╇〈╄╊を]〈╁┿»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]. ]¨[¨╉╇′¨╈ ╇ 

┿. ╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
23.25 》/《 «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╇╆ ╋¨╂╇╉┿′»
01.45 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
02.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.15 》/《 «╋┿╊╄′を╉┿ぅ ╁╄[┿»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00, 12.00 ]╄╈』┿]

8.30 》/《 «╉¨′〈[┿╉〈 ╁╄╉┿»

11.10 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»

12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[

13.00 》/《 «╆╃[┿╁]〈╁〉╈ ╇ ‶[¨】┿╈»

15.00 ]╄╈』┿]

15.30 〈/] «┿╃‒ぃ〈┿′〈 ╄╂¨ ‶[╄╁¨]》¨╃╇〈╄╊を]〈╁┿»

17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]╁╄〈╊┿′｠ ]¨[¨╉╇′¨╈ 

╇ ┿′╃[╄ぅ ╋┿╉]╇╋¨╁┿

19.00, 22.00 ]╄╈』┿]

19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[

20.00 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»

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

22.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

23.25 》/《 «〈┿╈′┿ [〉╉¨‶╇]╇»

01.55 》/《 «‶¨》¨[¨′｠»

03.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 12.00 ]╄╈』┿]
8.30 》/《 «╋╄[〈╁｠╈ ]╄╆¨′»
11.10 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.05 》/《 «╇》 ╆′┿╊╇ 〈¨╊を╉¨ ╁ ╊╇『¨»
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 〈/] «┿╃‒ぃ〈┿′〈 ╄╂¨ ‶[╄╁¨]》¨╃╇〈╄╊を]〈╁┿»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]╁╄〈╊┿′｠ ]¨[¨╉╇′¨╈ 

╇ ┿′╃[╄ぅ ╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
23.30 》/《 «╆′┿╉ 』╄〈｠[╄》»
01.15 》/《 «‶[╇╂╊┿【╄′╇╄ ╉ ‶╄[╄]〈[╄╊╉╄»
03.05 》/《 «〈┿╈′┿ [〉╉¨‶╇]╇»
05.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 12.00 ]╄╈』┿]
8.30 》/《 «╋╇]]╇ぅ ╁ ╉┿╀〉╊╄»
11.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.05 》/《 «╉¨╊を『¨ ╇╆ ┿╋]〈╄[╃┿╋┿»
15.00 ]╄╈』┿]
15.35 〈/] «┿╃‒ぃ〈┿′〈 ╄╂¨ ‶[╄╁¨]》¨╃╇〈╄╊を]〈╁┿»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]╁╄〈╊┿′｠ ]¨[¨╉╇′¨╈ 

╇ ┿′╃[╄ぅ ╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
23.25 》/《 «╆┿╂┿╃╉┿ ぁ′╃》┿〉╆┿»
01.30 》/《 «』┿]〈′┿ぅ ╅╇╆′を ‶╇‶‶｠ ╊╇»
03.25 》/《 «╋╄╊╉╇╄ ╋¨【╄′′╇╉╇»
05.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00, 12.00 ]╄╈』┿]

8.30 》/《 «╁╇╆╇〈 ╃┿╋｠»

11.20 ╃/] «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ̈ ╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»

12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[

13.00 》/《 «╆╄╋╊ぅ ]┿′′╇╉¨╁┿»

15.00 ]╄╈』┿]

15.30 〈/] «┿╃‒ぃ〈┿′〈 ╄╂¨ ‶[╄╁¨]》¨╃╇〈╄╊を]〈╁┿»

17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]╁╄〈╊┿′｠ ]¨[¨╉╇′¨╈

19.00 ]╄╈』┿]

19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[

20.00 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»

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

23.00 》/《 «]╋╄[〈を ′┿ ′╇╊╄»

01.50 》/《 «╂[┿《╇′ぅ ╀┿〈¨[╇»

04.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

9.10 》/《 «╄]╊╇ ╁╄[╇〈を ╊¨‶¨〈〉》╇′〉...»

11.25 》/《 «╁¨╊を′｠╈ ╁╄〈╄[»

13.05 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

14.05 』╄╊¨╁╄╉. ╆╄╋╊ぅ. ╁]╄╊╄′′┿ぅ

15.05 ╃/] «╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»

16.00 ]╄╈』┿]

16.25 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿. ╀╇[╅┿ 

╃╊ぅ 〉╀╇╈]〈╁┿»

18.30 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿. 〈┿╊┿′〈 

╉ ╅╇╆′╇»

20.35 》/《 «╆╄[╉┿╊¨ 〈[╄]′〉╊¨»

22.40 》/《 «┿╋┿╃╄╈»

01.55 》/《 «╉╁¨ ╁┿╃╇]»

04.25 ╃/《 «〈┿╈′┿ぅ ╅╇╆′を ╇╇]〉]┿»

05.15 ╃/] «] ‶¨‶[┿╁╉¨╈ ′┿ ′╄╇╆╁╄]〈′¨]〈を. ]╄╉[╄〈-

′｠╄ ╋┿〈╄[╇┿╊｠»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.05 》/《 «〈╄′を»

9.55 ╃/《 «╋╄〈╄¨[╇〈｠: ′╄╀¨ ╁ ¨╂′╄»

10.55 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

11.55 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

13.45 ╁]〈[╄』╇ ′┿ ╋¨》¨╁¨╈

14.45 ╃/《 «]′╄╅′｠╄ ╊╄¨‶┿[╃｠: ‶¨ 〈〉 ]〈¨-

[¨′〉 ╋╇《┿»

15.45 》/《 «╆¨╊¨〈┿ぅ ╋╇′┿», 1 ╇ 2 ]╄[╇╇

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋

19.40 ╃/《 «]¨ぃ╆ ╀｠╁【╇》»

20.40 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋

21.30 》/《 «╃¨╀[¨╁¨╊を『｠»

23.25 》/《 «]‶┿[〈┿╉»

03.30 》/《 «』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨[¨╂¨ ′╄ ╀｠╊¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «′┿ ╉¨╂¨ ╀¨╂ ‶¨【╊╄〈»
12.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
12.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
10.30 》/《 «‶¨]〈┿[┿╈]ぅ ¨]〈┿〈を]ぅ ╅╇╁｠╋»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»

╃¨ 16.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ [┿╀¨〈｠

16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»

17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»

18.00 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

18.30 «╃╄′を»

19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»

20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»

02.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»

02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

03.50 〈/] «╇】╄╈╉┿»

04.50 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «╋¨╈ ╋〉╅ - ╇′¨‶╊┿′╄〈ぅ′╇′»
12.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
01.50 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «╇]』╄╆′¨╁╄′╇╄»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

6.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.05 》/《 «╀┿[╋╄′ ╇╆ «╆¨╊¨〈¨╂¨ ぅ╉¨[ぅ»

11.20 〈/] «╃┿【┿ ╁┿]╇╊を╄╁┿. ╊ぃ╀╇〈╄╊を′╇『┿ 

』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿»

13.30, 18.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

14.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′′¨╂  ̈╋┿]【〈┿╀┿»

16.30 ╃[┿╋┿ «《┿′┿〈»

19.00 〈[╇╊╊╄[ «〉╅┿] 〈¨[′┿╃¨ ╁ ′をぃ-╈¨[╉╄»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.30 〈[╇╊╊╄[ «〉╅┿] 〈¨[′┿╃¨ ╁ ′をぃ-╈¨[╉╄»

03.30 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»

6.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.05 》/《 «]〈┿╋╀〉╊を]╉╇╈ 〈[┿′╆╇〈»

11.20 〈/] «╃┿【┿ ╁┿]╇╊を╄╁┿. ╊ぃ╀╇〈╄╊を′╇『┿ 

』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿»

13.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

14.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′′¨╂¨ ╋┿]【〈┿╀┿»

16.30 ╃[┿╋┿ «《┿′┿〈 -2»

18.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

19.00 〈[╇╊╊╄[ «╀[¨╃ぅ╂┿»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.35 〈[╇╊╊╄[ «╀[¨╃ぅ╂┿»

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

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

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

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

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

6:25 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ╁ ┿╋┿╆¨′╇╇
7:30 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
8:00 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
8:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
8:45 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
9:20 ¨》¨〈┿ ╁ 〈〉╋┿′╄
10:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
11:00 ′┿》╊｠]〈
11:35 ¨》¨〈┿ ╁ ╋¨′╂¨╊╇╇
12:35 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
13:05 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
13:30 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
13:50 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
14:20 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
14:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:30 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
15:40 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
16:00 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
16:25 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
16:50 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
17:20 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
17:35 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
18:10 』〉╃╄]┿ [｠╀′¨╈ ╊¨╁╊╇ ′┿ ╋┿╊を╃╇╁┿》
19:05 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
20:05 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
20:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
20:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
21:25 ╃¨╀｠』┿ ] ¨]〈¨╁┿ ╉¨[┿╀╊ぅ
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ФЛАГ КАК СИМВОЛ ЕДИНЕНИЯ
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ うい ぇさたうゃぇ ┿. 《. ‶けくけきぇさひゃぇ

╁ 〈╄╋〉
╋っあょせ こさけつうき, くっょぇゃくけ くぇてう きけかけょにっ かにあくうおう ょけぉうかうしぬ たけさけ-

てうた さっいせかぬすぇすけゃ くぇ こっさゃっくしすゃっ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, おけすけさけっ しけ-
しすけはかけしぬ ゃけしぬきけゅけ はくゃぇさは ゃ ゅけさけょっ ‶けかっゃしおけき. 』っすにさっ ぉっさひいけゃしおうた 
きぇかぬつうおぇ う こはすぬ ょっゃけつっお きかぇょてっゅけ ゃけいさぇしすぇ (1997-1998 ゅ.さ.), ぇ すぇおあっ 
ょゃっ ょっゃけつおう しさっょくっゅけ ゃけいさぇしすぇ (1996-1995 ゅ.さ.) ゃけてかう ゃ つうしかけ ょゃぇょ-
ちぇすう こはすう しうかぬくっえてうた. ╉しっくうは ╉かっとひゃぇ (きかぇょてぇは ゅさせここぇ) ょぇあっ しすぇ-
かぇ こさういひさけき: いぇくはかぇ すさっすぬっ きっしすけ う こさうゃっいかぇ ょけきけえ きっょぇかぬ. 〈っこっさぬ 
さっぉはすぇき こさっょしすけうす こけぉけさけすぬしは いぇ こさういけゃにっ きっしすぇ ゃ そうくぇかっ, おけすけさにえ 
しけしすけうすしは ゃ おけくちっ ねすけゅけ きっしはちぇ. 〈ぇお ょっさあぇすぬ! 

╋っあょせ こさけつうき, っしかう おすけ-すけ いぇぉにか, いぇゃすさぇ ゃ こけしひかおっ 【うかけゃおっ しけ-
しすけうすしは こっさゃにえ すせさ こっさゃっくしすゃぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ こけ 
かにあくにき ゅけくおぇき. ╋けあっす ぉにすぬ, ゃに っとひ せしこっっすっ こさうくはすぬ せつぇしすうっ?

– ╉けゅょぇ-すけ こっさゃっくしすゃけ けおさせゅぇ 
こけ かにあぇき くぇつうくぇかけしぬ し こけょくはすうは 
そかぇゅぇ. ぁすけ せおさっこかはかけ ょせた せつぇしすくう-
おけゃ しけさっゃくけゃぇくうは, いぇさはあぇかけ うた くぇ 
こけぉっょせ. ╊にあくにっ ゅけくおう ぉにかう けつっくぬ 
きぇししけゃにきう: きくけゅけ しけぉうさぇかけしぬ う 
せつぇしすくうおけゃ, う いさうすっかっえ. ぁすけ ぉにか 
くぇしすけはとうえ しこけさすうゃくにえ こさぇいょくうお, 
さぇょけしすぬ, はさおうっ ねきけちうう. 〈けゅょぇ, きくけ-
ゅけ かっす くぇいぇょ, しこけさすうゃくにき しけぉにすう-
はき こさうょぇゃぇかう ぉけかぬてけっ いくぇつっくうっ, 
– さぇししおぇいにゃぇっす ゃっすっさぇく しこけさすぇ, 
かにあくうお-こっさゃけさぇいさはょくうお ┿くぇすけかうえ 
《ひょけさけゃうつ ‶けくけきぇさひゃ.

]っゅけょくは, しつうすぇっす ┿くぇすけかうえ 《ひ-
ょけさけゃうつ, しこけさすけき ゃ くぇてっき けおさせゅっ, 
ょぇ う ゃけ ゃしっえ しすさぇくっ, せゃかっおぇっすしは 
いくぇつうすっかぬくけ きっくぬてっ かのょっえ. ┿ 
あぇかぬ: おぇお ういゃっしすくけ, きぇししけゃけしすぬ 
しこけさすうゃくにた せゃかっつっくうえ くっ すけかぬおけ 
たけさけてけ しおぇいにゃぇっすしは くぇ いょけさけゃぬっ 
かのょっえ, くけ う しこけしけぉしすゃせっす けすおさに-
すうの くけゃにた すぇかぇくすけゃ. ‶さっこはすしすゃうえ 
ょかは すけゅけ, つすけぉに ういきっくうすぬ しうすせぇちうの 
お かせつてっきせ, きくけゅけ. ¨ょくけ うい くうた, こけ 
きくっくうの ┿くぇすけかうは 《ひょけさけゃうつぇ, うく-
そけさきぇちうけくくけっ: かにあくぇは すっきぇすうおぇ 
くっょけしすぇすけつくけ けしゃっとぇっすしは ゃ きっしす-
くにた ゅぇいっすぇた. ╋に, あせさくぇかうしすに, し 
しけあぇかっくうっき ゃにくせあょっくに こさういくぇすぬ, 
つすけ ねすけ ょっえしすゃうすっかぬくけ すぇお.

╄しかう きくけゅけっ しさぇいせ ういきっくうすぬ 
すさせょくけ, くぇょけ くぇつうくぇすぬ し きぇかけゅけ. 

┿くぇすけかうえ ‶けくけきぇさひゃ せぉっあょひく, 
つすけ すぇおうき «きぇかにき» (ぇ くぇ しぇきけき 
ょっかっ, けつっくぬ ゃぇあくにき) ょっかけき きけゅかけ 
ぉに しすぇすぬ ゃけいけぉくけゃかっくうっ すさぇょうちうう 
こけょくうきぇすぬ ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ そかぇゅ 
こっさっょ くぇつぇかけき しけさっゃくけゃぇくうえ. ] 
ねすけえ きにしかぬの ┿くぇすけかうえ 《ひょけさけゃうつ 
う こさうてひか ゃ さっょぇおちうの. ′ぇ そけすけ-
ゅさぇそうう 1975-ゅけ ゅけょぇ ういけぉさぇあひく 
けく ゃきっしすっ し っとひ けょくけえ せつぇしすくうちっえ 
しけさっゃくけゃぇくうえ ╆うくぇうょけえ ╂ぇかおうくけえ 
(くにくっ こけおけえくけえ) ゃ きけきっくす, おけゅょぇ 
そかぇゅ ゃいゃうかしは ゃ ゃけいょせた. ¨とせとっくうっ 
さぇょけしすう, ょうくぇきうおう こっさっょぇひすしは 
すけきせ, おすけ しきけすさうす くぇ しくうきけお.

] ゃけこさけしけき, きけあっす かう けすょっか こけ 
そういうつっしおけえ おせかぬすせさっ う しこけさすせ ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ こけょ-

ょっさあぇすぬ かにあくうおぇ-ゃっすっさぇくぇ, きに 
けぉさぇすうかうしぬ お っゅけ させおけゃけょうすっかの 
╊のぉけゃう 〈っかはおけゃけえ.

– ╋にしかぬ たけさけてぇは. ′っ いくぇの, 
しこけしけぉしすゃけゃぇかけ ぉに こけょくはすうっ 
そかぇゅぇ きぇししけゃけしすう うかう くっす, くけ 
せおさっこかっくうの こぇすさうけすうつっしおけゅけ 
ょせたぇ – くぇゃっさくはおぇ. ¨ょくぇおけ ょかは 
ゃけいけぉくけゃかっくうは ねすけえ すさぇょうちうう 
っしすぬ つうしすけ すったくうつっしおうっ こさっ-
こはすしすゃうは: くぇ ‶すうつぬっえ ゅけさおっ, ゅょっ 
すさぇょうちうけくくけ こさけゃけょはすしは かにあくにっ 
しけさっゃくけゃぇくうは, しすぇちうけくぇさくけゅけ 
そかぇゅてすけおぇ くっす, ぇ させつくけっ こさう-
しこけしけぉかっくうっ しかうておけき すはあひかけっ う 
くっせょけぉくけっ. ╁ かのぉけき しかせつぇっ, きに 
さぇししきけすさうき ねすせ うょっの, – ゅけゃけさうす 
╊のぉけゃぬ ╁ぇかっさぬっゃくぇ.

‶╊┿╁┿′╇╄ ╁ ╊┿]〈┿》

]けさっゃくけゃぇくうは こっさゃっくしすゃぇ 〉さぇかぬしおけ-
ゅけ そっょっさぇかぬくけゅけ けおさせゅぇ こけ こかぇゃぇくうの 
ゃ かぇしすぇた こさけてかう ゃ くぇつぇかっ はくゃぇさは. 
‶っさゃにっ しすぇさすに しっいけくぇ こさうくはか ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅ: こけきっさはすぬしは しうかぇきう ゃ ぉぇししっえ-
くっ «╊けおけきけすうゃ-╇いせきさせょ» こさうぉにか 121 
しこけさすしきっく うい ‶っさきしおけゅけ おさぇは, ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ う 』っかはぉうくしおけえ けぉかぇしすっえ. 

34 ゃけしこうすぇくくうおぇ ぉっさひいけゃしおけえ しこけさ-
すておけかに つっすにさひた ゃけいさぇしすくにた ゅさせここ 
ぉけさけかうしぬ いぇ きっょぇかう ゃ しっきう ゃうょぇた 
こさけゅさぇききに. ╊せつてっ ゃしった しこさぇゃう-
かうしぬ し しけこっさくうおぇきう-しゃっさしすくうおぇきう  
╃きうすさうえ ╊せおぬはくけゃうつ, せつぇとうえしは ¨〉 
わ23, う ′うおうすぇ ╀ぇたうすけゃ うい ¨〉 わ9: 
けくう ゃにうゅさぇかう こけ つっすにさっ ょうしすぇくちうう! 
‶け すさう こけぉっょくにた いぇこかにゃぇ せ ╄ゃゅっくうは 
]きうさくけゃぇ (かうちっえ わ7), ¨かぬゅう ╉けさっ-
くっゃしおけえ, ╁ぇかっくすうくに ]すさっかぬくうおけゃけえ 

(¨〉 わ2) う ┿かっおしっは ╆ぇくゅうさけゃぇ (かうちっえ 
わ3). ‶け いけかけすけえ きっょぇかう  くぇ しつっすせ 
╇かぬう ╀けさうしおうくぇ (かうちっえ わ7), ╉うさうか-
かぇ ¨しうくちっゃぇ, しすせょっくすぇ 〉さ《〉, ぇ すぇおあっ 
こさっょしすぇゃうすっかっえ かうちっは わ3 ‶けかうくに 
〉しけかぬちっゃけえ, ╉けくしすぇくすうくぇ ╋うくっっゃぇ, 
′うおうすに ╃けぉさけかのぉけゃぇ う ╁ぇょうきぇ ‶せて-
おぇさは. ┿ ゃけす ╄かっくぇ ‶けこけゃぇ (¨〉 わ3), 
╂っけさゅうえ ╁かぇしけゃ う ┿かっおしぇくょさ ]ぇかはたけゃ 
(¨〉わ1) しょっかぇかう しっぉっ ゃ こさぇいょくうおう こけ-
ょぇさけお, ゃにこけかくうゃ くけさきぇすうゃ おぇくょうょぇすぇ 
ゃ きぇしすっさぇ しこけさすぇ. 

ぁすう しすぇさすに ぉにかう けすぉけさけつくにきう ょかは 
そけさきうさけゃぇくうは おけきぇくょに くぇ ╁しっさけししうえ-
しおうっ しけさっゃくけゃぇくうは こけ こかぇゃぇくうの ゃ かぇ-
しすぇた, おけすけさにっ こさけえょせす ゃ 』っかはぉうくしおっ ゃ 
おけくちっ はくゃぇさは. ╁にしすせこはす くぇ くうた ょっゃせて-
おう う のくけてう 15 かっす う きかぇょてっ. ╊ひゅおけえ 
ゃけょに くぇてうき しこけさすしきっくぇき!

┵┨┩┯┤┯┬ ┵┩┥┩ ┳┲┨┤┴┲┮
╁かぇょうしかぇゃ ‶╄〈[¨╁, すさっくっさ ╃ぃ]【

╉[¨]]╁¨[╃
‶け ゅけさういけくすぇかう: 1. ]き. そけすけ. 5. 』ぇしすぬ ねしすぇそっすに. 9. [っいおうえ いゃせお けす かけこくせゃてっゅけ, 

しかけきぇゃてっゅけしは こさっょきっすぇ. 10. ╇いきっかぬつひくくにえ おぇきっくぬ ょかは しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす. 11. ]うくけ-
くうき ゅかぇいぇ. 13. ╃けぉぇゃけつくにえ しきにしか ゃにしおぇいにゃぇくうは. 17. ‶ぇかぬすけゃぇは, おけしすのきくぇは すおぇくぬ. 19. 
╋うさくにえ しうくけくうき «ぉうすゃに いぇ せさけあぇえ». 20. ‶けぉっょうすっかぬ しこけさすうゃくけゅけ しけさっゃくけゃぇくうは. 22. 
[ぇいくけゃうょくけしすぬ きっぉっかう, おぇお こさぇゃうかけ, ょかは おせたくう. 24. ‶けさすけゃけっ しけけさせあっくうっ. 25. ╁しこけきけ-
ゅぇすっかぬくけっ こけきっとっくうっ くぇ しぇょけゃけき せつぇしすおっ. 27. ╄ょうくうちぇ ゃっいっくうは う くっゃっいっくうは. 30. ╇くょう-
ゃうょせぇかぬくにえ しかけゅ こうしぇすっかは. 32. ╁けいゃにてっくくぇは さぇゃくうくぇ. 34. ′っぉけかぬてけえ けぉとっしすゃっくくにえ 
しぇょ ゃ ゅけさけょっ. 35. ‶さけあうゅぇすっかぬ あういくう. 37. ¨こさけしくにえ かうしす. 40. 〈さけく, ゃかぇしすぬ きけくぇさたぇ. 
41. ]うかぬくにえ たけかけょ, きけさけい. 43. ′ぇしきっておぇ しせょぬぉに. 44. ╃けさけあおぇ ょかは ゃっかけゅけくけお. 46. 』ひさす, 
ょぬはゃけか. 47. ]き. そけすけ. 48. ╉けきぇくょうさ おけさこせしぇ はくにつぇさ. 49. ╅うすっかぬ けょくけえ うい しすさぇく, ゅさぇ-
くうつぇとうた し [けししうっえ. 52. ╆ゃせお けす ぉけかう. 53. 』うしかけ. 54. ‶けいぇ ょぇつくうおぇ くぇ こさけこけかおっ. 55. 
〈せぇかっすくにえ しすけかうお し いっさおぇかけき. 

‶け ゃっさすうおぇかう: 1. ╃ゃうあっくうっ くっおけすけさけゅけ おけかうつっしすゃぇ すけゃぇさけゃ うかう ちっくくけしすっえ ゃ さっいせかぬ-
すぇすっ しけけすゃっすしすゃせのとうた けこっさぇちうえ. 2. 《けさきぇ きけくけこけかうしすうつっしおけゅけ けぉなっょうくっくうは, せつぇしすくうおう 
おけすけさけゅけ こけょつうくっくに けぉとっきせ こさぇゃかっくうの う くっ うきっのす たけいはえしすゃっくくけえ しぇきけしすけはすっかぬくけしすう. 
3. ╀けおけゃぇは くぇおかけくくぇは こけゃっさたくけしすぬ ょけさけあくけえ くぇしにこう. 4. ╉せつっさ-すぇおしうしす. 6. ′っぉけかぬてぇは 
ぉけっゃぇは きぇてうくぇ. 7. ‶さぇゃけくぇさせてっくうっ ゃ かうすっさぇすせさっ, きせいにおっ. 8. ╁っさたくうっ こかけすくにっ かうしすに, し 
ょゃせた しすけさけく いぇおさにゃぇのとうっ おくうゅせ. 12. ╋けくしすさ. 14. ╄しすっしすゃっくくにえ ゃけょけひき. 15. ╁うょ ねくっさゅうう, 
いぇおかのつひくくにえ ゃ ゅさっかおっ. 16. ╆うきくはは こけゃけいおぇ くぇ ょゃせた こけかけいぬはた. 18. 〉しすけえつうゃにえ しっいけくくにえ 
ゃっすっさ ゃ すさけこうおぇた. 21. ╉けさけすおけこかけょくにえ ゅうぉさうょ けゅせさちぇ, しおかけくくにえ お こぇさすっくけおぇさこうう. 23. 
〉 すっかっゅう – くぇしすけはとぇは, せ いっきかう – ゃけけぉさぇあぇっきぇは. 26. ╁にきけゅぇすっかぬ. 28. ╋っさぇ ひきおけしすう. 29. 
‶けょなひき (ぇくす.). 31. ╁けえしおけ いぇたゃぇすつうおけゃ. 33. ╁ しせっゃっさくにた こさっょしすぇゃかっくうはた こさっょきっす, こさう-
くけしはとうえ っゅけ けぉかぇょぇすっかの しつぇしすぬっ, せょぇつせ. 36. 』っかけゃっお, さぇぉけすぇのとうえ いぇ おけきこぬのすっさけき. 
38. 『うさおけゃけえ おけきうお. 39. 》かけこつぇすけぉせきぇあくぇは すおぇくぬ. 42. 《さぇくちせいしおけっ きせあしおけっ うきは. 45. 
╇しおせししすゃっくくけっ させしかけ. 46. 【うさけおけっ ょっさっゃはくくけっ ゃっょさけ. 50. ′ぇいゃぇくうっ おけしきっすうつっしおうた う 
ゅうゅうっくうつっしおうた しけしすぇゃけゃ, くぇたけょはとうたしは ゃ しすせょっくうしすけき しけしすけはくうう. 51. ╅っくしおけっ うきは. 

¨すゃっすに くぇ おさけししゃけさょ ゃ わ136 けす 27 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ.
‶け ゅけさういけくすぇかう: 1. 〈っおしす, 3. ╆ぇおけく, 9. [せすうくぇ, 10. ╇しお, 11. ]すぇすせし, 12. ╊っゃぇお, 13. ╉うこせ, 

15. ╉かぇく, 16. ╋ぇさおぇ, 20. ╉さっょけ, 21. 《うさきぇ, 22. ╊うきうす, 25. [ゃぇつ, 27. ぅしぇお, 28. 〉おけさ, 29. ┿さうは, 
30. 〈さのお, 31. 〉おぇい, 32. ╉かけく, 34. 〈さけく, 38. ┿ゃぇくし, 39. ┿おすうゃ, 40. ‶ぇそけし, 43. ╇きうょあ, 45. 
¨ぉっす, 46. 〈っしす, 47. ┿さあぇく, 51. 【おうさおぇ, 52. ]せょ, 54. ¨ゅさぇょぇ, 55. 〈けすっき, 56. ¨おけゃに.

‶け ゃっさすうおぇかう: 1. 〈っいうし, 2. 〈けさう, 3. ╆くぇお, 4. ′ぇおぇい, 5. [せおぇ, 6. ╀ぇいうし, 7. 〉しすぇゃ, 8. ╃せきぇ, 
12. ╊うょっさ, 14. 〉くうは, 15. ╉けきぇ, 17. ┿おちうは, 18. ╇ょっは, 19. ‶うぇさ, 23. ╉ぇぉぇお, 24. 【おぇかぇ, 26. 
』っお, 29. ┿おす, 30. 〈っおっう, 31. 〉さくぇ, 33. ′さぇゃ, 35. Hep, 36. ]おけす, 37. ╊うしす, 41. ¨ぉさぇい, 42. 
〉しすけう, 44. ╃けおぇ, 48. [ぇょぇ, 49. ぃさうしす, 50. ╂さひいに, 52. ]っえき, 53. ╃っかけ.
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]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

]こっちすったくうおぇ

〉しかせゅう

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

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀, ┲┳┬┯
8-922-15-66-550

でí½Üïçí¿▲, 
«ぜんげ»-öñë½ÜßÜÑ¡í, 8 ö, 30 ½3

ゎんげñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó,
ç▲çÜ£ ½ÜïÜëí

[╄
╉╊

┿╋
┿

╂させいけこっさっゃけいおう╁ぇおぇくしうう [ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╅うゃけすくにっ

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

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.

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ, こ. ╊っくうくしおうえ. 8-953-
38-40-724.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., せか. ╉けしにた, 2/5, 
きっぉっかぬ. 16 す.さ. 8-912-62-43-926.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ. くぇ ょかうす. しさけお. 
『っくすさ. 8-912-26-32-622.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. 44 おゃぇさすぇか, ょかは しっきぬう うい 
2 つっかけゃっお. 8-908-92-37-893.

[╄╉╊┿╋┿

ÌÅÍßÞ
• 4-おけきく. おゃ., せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 
せ/こ. ╇かう こさけょぇき. 8-904-98-94-877.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 1, 2-おけきく. おゃ., くぇかうつくにっ.  
8-922-21-23-024.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ, くっょけさけゅけ. 8-912-61-
53-146.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 1, 
3/5, しけしす. たけさ., 1450 す.さ. 8-950-63-
80-458.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., ちっくすさ, 34/15/7,5, 
しすっおかけこぇおっすに, しっえそ-ょゃっさぬ, せ/こ, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. 
おゃ. し ょけこかぇすけえ ゃ ╁. ‶にてきっ. 8-922-
16-49-130.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, 1/5, 
おうさこ., おけきくぇすに ういけかうさ., ち. 1100 す.さ. 
8-912-63-74-979.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ゃ ょっさっゃ. ょけきっ, 2/2, こ. 
╊けしうくにえ, ぉかぇゅけせしす. 8-950-19-95-933.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 
3, 1/2, うかう きっくはの. 8-922-13-01-089.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, くぇこう-
かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-902-26-29-618.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• [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. 8-922-18-09-853.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

• [ぇしおかっえとうおう. 8-922-60-65-999.
[╄╉╊┿╋┿

• [ぇいくけさぇぉけつうっ (きせあ.), さ-く ¨ゃけ-
とくけっ けすょ. (あうかぬっ). 8-922-60-65-999.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ぇたすっさ くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ, 
い/こ 5 す.さ. 4-88-11.

[╄╉╊┿╋┿

• ]かっしぇさう こけ さっきけくすせ ゅさせい. ぇ/き. 
8-912-23-80-465.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうおせ くぇ 【ぇさすぇてっ 
すさっぉせのすしは たけさっけゅさぇそ, きせい. さぇぉけす-
くうお. 8-922-12-50-809.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すけさけあ. こ. ╊っくうくしおうえ, 27ぉ. 
8-912-24-69-625.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうお(ちぇ) くぇ しおかぇょ (2-は 
こさけきいけくぇ ′けゃけしゃっさょかけゃしおけえ 〈ぁ『) 
くぇ こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ, い/こ 12 
す.さ. (343) 375-32-23.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇしおさけえとうお し けこにすけき さぇぉけすに 
くぇ おけあゅぇかぇくす. こさ-ゃけ, ゅ. ╀っさっいけゃ-
しおうえ. 8-922-22-85-477, 4-85-97.

[╄╉╊┿╋┿

• ′はくは. 8-912-61-73-499.
[╄╉╊┿╋┿

• ╅っくとうくに-けたさぇくくうおう 4 さぇい-
さはょぇ. ′╀‶. (343) 266-29-48.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けしこうすぇすっかぬ-くはくは けす 40 かっす 
こけ せたけょせ いぇ ょっすぬきう 2-3 かっす. ¨こにす 
けぉはいぇすっかっく. 8-922-15-82-210.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ こっさしけくぇかせ. ̈ こにす 
さぇぉけすに けぉはいぇすっかっく. (343) 290-36-03.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けくすぇあくうおう こけょなっきくけ-
しっおちうけくくにた ゃけさけす. (343) 372-21-
16, (343) 379-05-99.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ ゃ けすょっか こさけょぇあ. 
8-912-22-99-975.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ, しぇくおくうあおぇ, ぉっい ゃ/こ, 
し 9-00 ょけ 18-00, い/こ けす 8600 させぉ., くぇ-
ぉけさとうお くぇ ぇこすっつくにえ しおかぇょ, き/あ 
20-40 かっす, ぉっい ゃ/こ, くけつくにっ しきっくに, 
こはすうょくっゃおぇ, し 20-00, けこかぇすぇ しょっかぬ-
くぇは けす 16000 させぉ., しこっちうぇかうしす こけ 
ょけおせきっくすぇちうう, ゅさぇそうお 1/1, くけつ-
くにっ しきっくに, い/こ 12600 させぉ. 
╃けしすぇゃおぇ, さぇえけく 〉╆‶], せか. ╉けかぬちっ-
ゃぇは, 13. 〈っか. 215-89-16.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇くあっくっさ ¨〈╉ くぇ こうと. こさ-ゃけ, 
25-45 かっす, けぉさぇい. ゃにしてっっ こけ しこっちう-
ぇかぬくけしすう, け/さ けす 3 かっす. 4-00-00, ╁ぇ-
かっくすうくぇ ┿かっおしっっゃくぇ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ くぇ きぇくうこせかはすけさ し 
けこにすけき さぇぉけすに. 8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち-おけくしせかぬすぇくす, 〈『 
"╀っさっいけゃしおうえ", "┿ゃすけきけかか", くぇ ぇゃ-
すけぇおしっししせぇさに, ぇゃすけねきぇかう. 8-922-20-
62-107.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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-こけゅさせいつうお «╀っ-
かぇさせしぬ». 8-902-26-15-428.

[╄╉╊┿╋┿

• 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 JCB 
+ ゅうょさけきけかけす. 〉ぉけさおぇ う ゃにゃけい 
しくっゅぇ. 8-950-65-70-277.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]っえそ-ょゃっさう, さってっすおう, ゃけさけすぇ, 
おけゃぇくにっ ういょっかうは. 〉か. ╊っくうくぇ, 63ぇ 
(きおさく ╉うさけゃしおうえ). 8-919-36-40-690.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けいゃさぇす ゃけょうすっかぬしおうた こさぇゃ ゃ 
しせょっ. ぃさうょ. せしかせゅう. 8-904-38-08-702.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすった. う ねかっおすさけきけくすぇあ-
くにっ さぇぉけすに, きぇしすっさ し ぉけかぬてうき 
けこにすけき. 〈ぇおあっ せしすさぇくの かのぉにっ 
いぇしけさに. ╀っい ゃにたけょくにた. ┿さしっくうえ. 
8-902-44-14-019.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃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 しせたうっ, おけかけすにっ, ち. 
1000 させぉ. いぇ き3. 8-922-10-75-529.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けゃぇくにっ ういょっかうは. ╊っしすくう-
ちに, こっさうかぇ, いぇぉけさに, ゃけさけすぇ. 
8-922-12-48-848.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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, 1 ゅけょ. 8-912-21-29-441.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお くぇ 【ぇさすぇてっ 
けぉなはゃかはっす くぇぉけさ ょっすっえ. 8-922-12-
50-809.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお. 8-950-65-65-476.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょ. 8-963-27-32-363.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• «》けくょぇ-‶ぇさすくっさ», 2001 ゅけょ. 
8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• "¨おせ" うかう "╁┿╆-2109" くっ 
しすぇさてっ 10 かっす. 8-902-44-14-019.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〈さぇくしこけさす

19 みせうあちみ 2011 え.
óïäÜ¿Öóöï　 40 ÑÖñú, ¡í¡ Öñö ï Öí½ó 

ÑÜëÜÇÜú ó ¿0ßó½Üú ½í½▲ ó ßíßÜü¡ó

ËÎÌÊÎ Âàëåíòèíû Ìàêñèìîâíû. 
[けょくにっ う ぉかういおうっ

╉けすはすぇ こっさしうょしおうっ 

1,5 きっしはちぇ
′っょけさけゅけ

8-906-81-39-565

[╄
╉╊

┿╋
┿
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┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, ゅょっ 

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

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

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

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



«[せししおうえ たかっぉ»
〈さっぉせのすしは:

さぇぉけすくうおう ゃ おけくょうすっさしおうえ ちった (あっく.), い/こ 12 す.さ.
せぉけさとうちに, い/こ けす 11 す.さ.

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

〈さっぉせっすしは 

ぉせたゅぇかすっさ 
こけ せつっすせ

¨] う きぇすっさうぇかけゃ.
╆くぇくうっ «1]» う 

けこにす けぉはいぇすっかぬくに 

8-912-24-70-005
[╄╉╊┿╋┿

〈さっぉせのすしは: 
◊ くぇつぇかぬくうお けすょっかぇ 

けぉとっしすゃっくくけゅけ 
こうすぇくうは 

◊ うくあっくっさ-すったくけかけゅ 
けぉとっしすゃっくくけゅけ 

こうすぇくうは

¨こにす さぇぉけすに 
けぉはいぇすっかっく

8-912-24-83-669

[╄
╉╊

┿╋
┿

〈さっぉせのすしは 
◊ 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

‶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
[╄╉╊┿╋┿

〈さっぉせっすしは 
◊ こっおぇさぬ ゃ 

おけくょうすっさしおうえ 
ちった

8-902-41-07-122

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゐñëñ£Üçï¡Üñ ÜöÑñ¿ñÖóñ でßñëßíÖ¡í づÜïïóó 
äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ:

╉さっょうすくけゅけ うくしこっおすけさぇ こけ おさっょうすけゃぇくうの 
おけさこけさぇすうゃくにた おかうっくすけゃ

Üßëí£ÜçíÖóñ ç▲ïüññ, Üä▲ö ëíßÜö▲ ç âóÖíÖïÜç▲ê, 
äëÜó£çÜÑïöçñÖÖ▲ê ïöëÜ¡öÜëíê

╋に こさっょかぇゅぇっき:
- ょけしすけえくせの う しすぇぉうかぬくせの いぇさぇぉけすくせの こかぇすせ;
- けぉせつっくうっ; 
- さぇぉけすせ ゃ こさけそっししうけくぇかぬくけき, きけかけょけき う うくすっさっしくけき おけかかっおすうゃっ!

ぢëñÑÜïöíç¿　ñ½ çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äëÜêÜ¢ÑñÖó　 äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜú ó 
äëñÑÑóä¿Ü½ÖÜú äëí¡öó¡ó ïöÜÑñÖöí½ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê 

ßíÖ¡Üçï¡óê ïäñîóí¿áÖÜïöñú.

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ 4-15-39 
うかう こけ ぇょさっしせ せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 9 [╄

╉╊
┿╋

┿

┿ょきうくうしすさぇちうは う ╃せきぇ ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ ゃにさぇあぇのす しけぉけかっいくけゃぇくうは 
╉けてっゃけえ ′うくっ ╁かぇょうきうさけゃくっ, 

ぉにゃてっきせ さぇぉけすくうおせ ぇょきうくうしすさぇちうう, 
ゃ しゃはいう し ぉっいゃさっきっくくけえ おけくつうくけえ っっ ょけつっさう 

╉ぇさこけゃけえ ぃかうう ╁かぇょうきうさけゃくに

‶さけきぉぇいぇ "╁けしすけお" 

こさうゅかぇてぇっす 
くぇ さぇぉけすせ 

]〈[¨‶┿╊ぅ 
╇ ╂┿╆¨[╄╆』╇╉┿

383-12-32, 4-61-77

[╄
╉╊

┿╋
┿

ザ━〞┏┑┇┏┚ 

(┐┒┑┉┇, ┖〞┐)
8-909-00-90-450

[╄╉╊┿╋┿

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ:
こけしすけゃぇは きっょ. しっしすさぇ

きっょ. しっしすさぇ そうい. おぇぉうくっすぇ
ゃ くっゃさけかけゅうつっしおけっ けすょっかっくうっ ╃っすしおけえ 

ゅけさけょしおけえ ぉけかぬくうちに わ5
こけし. ╇いけこかうす (くぇ ぉっさっゅせ 【ぇさすぇてぇ)

8 (343) 341-35-45
8 (343) 341-08-91 [╄

╉╊
┿╋

┿

[╄╉╊┿╋┿



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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 65649. 〈うさぇあ 2780. ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения – 2 месяца.

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

[╄╉╊┿╋┿

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

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ
8-902-26-24-513 づぎとずんぜん

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

(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ)

!

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

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

(343) 361-15-10
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けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928
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Ëþáèìóþ, ðîäíóþ
Ãèìà?ðèñëàìîâó 

ÐàâèëD Àõìàòíóðîâíó 
ñ þáèëååì!

Òâîÿ ñåìCÿ

ñ þáèëåñ þáèëå

Â þáèëåé – áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, 
Äîðîãèõ ëþäåé ó÷àñòüÿ, 
×òîáû áûë óþòíûì äîì

È öâåëè óëûáêè â íåì!
Áîäðîñòè è îïòèìèçìà,

È áîëüøîé óäà÷è â æèçíè,
Ðàäîñòè è äîëãèõ ëåò,

Ïóñòü íå ãàñíåò â ñåðäöå ñâåò!
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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

╋うたぇえかけゃに, ╅ぇさけゃうくに╋うたぇえかけゃに, ╅ぇさけゃうくに

╅っかぇっき ╁ぇき けす ゃしっえ ょせてう
′っ しつうすぇすぬ し ゅさせしすぬの ゅけょに しゃけう.

‶せしすぬ ゃしっゅょぇ きけかけょにき ぉせょっす ゃいゅかはょ,
╇ ゅかぇいぇ かうてぬ けす しつぇしすぬは ぉかっしすはす!

] のぉうかっっき! ╃けさけゅぇは

Ìèõàéëîâà 

Íèíà Ïàâëîâíà!

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681
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8-912-27-86-681
づぎとずんぜん
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╆ ┱〉╆〉╅╉》╉╋〉╆『‶〉] 《〉『╉[‶╉

╃けゃっいっき たけさけてけ, 
しょっかぇっき ょけしすぇゃおせ 

けす 150 させぉ.
〉しかせゅぇ «ぇゃすけこうかけす»
8-953-00-81-026

8-953-00-92-848

╉[〉╂╊¨]〉〈¨』′¨
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ん

Та<C:
«ЮНОСТЬ»

IHE?AGUC GHF?J >EY 
<:R?=H L?E?NHG:
8-953-60-55-464 [╄

╉╊
┿╋
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ÏÐÎÏÀË 
╇かぬは ¨いけさくうく, 22 ゅけょぇ.

╄しかう ゃに ゃかぇょっっすっ おぇおけえ-かうぉけ うくそけさきぇちうっえ, けつっくぬ こさけしうき
äÜ£çÜÖóöá äÜ öñ¿ñâÜÖí½:

╅ちてかす 〈あこかち: +7 912 2222 301
》そしけせあ [けくせかち: +7 950 648 00 20

〈あちけせあ 《くそちせけせあ: +7 922 155 73 57

[けしす 170 しき, 
しさっょくっゅけ すっかけしかけあっくうは, 
ゅかぇいぇ おぇさうっ, 
ゃけかけしに しゃっすかけ-させしにっ.
╀にか けょっす ゃ ぉっかにえ こせたけゃうお う 
ぉっかにっ おさけししけゃおう. 
〈っきくけ-しうくうっ ぉさのおう. 
╁はいぇくぇは すっきくけ-しっさぇは てぇこおぇ 
し けさくぇきっくすけき う きぇかっくぬおうき 
こけきこけくけき. 

• しっさゃうし 
• ゅぇさぇくすうは 
• おぇつっしすゃけ

こけ こさうゃかっおぇすっかぬくにき ちっくぇき

8-904-98-42-427, 8-912-27-26-494

[╄╉╊┿╋┿


