
╁ ╉¨′『╄ ょっおぇぉさは, くぇおぇくせくっ ′けゃけ-
ゅけ ゅけょぇ, ゃかぇょっかぬちに くっおけすけさにた 

こさうこぇさおけゃぇくくにた ゃけ ょゃけさぇた ぇゃすけきけ-
ぉうかっえ けぉくぇさせあうかう くぇ しすっおかっ しゃけっゅけ 
«あっかっいくけゅけ おけくは» ぉけかぬてせの くぇおかっえおせ 
し おさぇきけかぬくけえ くぇょこうしぬの: «╇い-いぇ きけっえ 
くっこさぇゃうかぬくけえ こぇさおけゃおう きけゅせす こけゅうぉ-
くせすぬ かのょう». «╇しこけさすうかう» かうつくにっ 
すさぇくしこけさすくにっ しさっょしすゃぇ ぉっさっいけゃつぇく 
ょっこせすぇすに, こさうつひき うしおかのつうすっかぬくけ ゃ 
ぉかぇゅうた ちっかはた.

29-ゅけ ょっおぇぉさは ねすぇ «こっつぇかぬくぇは» せつぇしすぬ 
こけしすうゅかぇ ぇゃすけかのぉうすっかっえ ′けゃけぉっさひいけゃしおけ-
ゅけ きうおさけさぇえけくぇ, 30-ゅけ つうしかぇ – くっこけしさっょ-
しすゃっくくけ ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ. 

′ぇさけょくにっ ういぉさぇくくうおう うい ょせきしおけえ おけきうし-
しうう こけ ねおけかけゅうう, ╅╉》, すさぇくしこけさすせ う しゃはいう 
こさうゅかぇしうかう し しけぉけえ ちっかにえ ねしおけさす うい ぉっさひ-
いけゃしおうた しかせあぉ ねおしすさっくくけゅけ さっぇゅうさけゃぇくうは. 
╇きっくくけ けくう ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ (こけしかっ ゃしっえ 
きぇししに けぉにつくにた  あうすっかっえ ゅけさけょぇ) いぇうくすっ-
さっしけゃぇくに ゃ しゃけぉけょくけき ょけしすせこっ お あうかにき 

ょけきぇき う こけょなっいょぇき. ╁きっしすっ し ょせきちぇきう っい-
ょうかう こけ ょゃけさぇき さぇぉけすくうおう こけあぇさくけえ つぇ-
しすう, ゅけしこけあくぇょいけさぇ, しおけさけえ きっょうちうくしおけえ 
こけきけとう. ╄しすっしすゃっくくけ, ゃしった しけこさけゃけあょぇか 
こさっょしすぇゃうすっかぬ しかせあぉに せつぇしすおけゃにた ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ ¨╁╃. ′っ けすしすぇか けす  けぉとっゅけ ょゃうあっ-
くうは う ゅかぇゃくにえ ゃ けおさせゅっ こけ おけききせくぇかぬくにき 
う あうかうとくにき こさけぉかっきぇき – ]っさゅっえ ‶ぇゃかけゃ. 

‶け しかけゃぇき ]っさゅっは ′うおけかぇっゃうつぇ, うょっは 
ゃけいょっえしすゃけゃぇすぬ くぇ こぇさおせのとうたしは ゃ くっこけかけ-
あっくくにた きっしすぇた ゅさぇあょぇく し こけきけとぬの くぇおかっ-
っお こっさしこっおすうゃくぇ: きけあっす ぉにすぬ, ぇゃすけかのぉう-
すっかう ゃ しかっょせのとうえ さぇい こけょせきぇのす, こさっあょっ 
つっき いぇゅけさぇあうゃぇすぬ こさけっいょ? ╁っょぬ ゃしっき くぇき 
ょけさけゅう しけぉしすゃっくくぇは あういくぬ う あういくう しゃけうた 
ぉかういおうた, ゃしっき はしくけ, つすけ ょけしすせこ ゃけ ょゃけさ, 
こけょなっいょ ょかは こけあぇさくにた う «しおけさけえ こけきけ-
とう» ょけかあっく ぉにすぬ けぉっしこっつっく ゃしっゅょぇ. 〈っき 
くっ きっくっっ, ねすせ こさけしすせの うしすうくせ ゃ ゅけかけゃに 
きくけゅうき ぇゃすけゃかぇょっかぬちぇき こさうたけょうすしは ゃょぇか-
ぉかうゃぇすぬ し こけきけとぬの てすさぇそけゃ う くっすさうゃう-
ぇかぬくにた ぇおちうえ. 

– ╊せつてっ しっゅけょくは けてすさぇそけゃぇすぬ くっしおけかぬ-
おけ つっかけゃっお, つっき いぇゃすさぇ ゃけいくうおくっす こけあぇさ 
くぇ ょっゃはすけき ねすぇあっ, う かのょう こけゅうぉくせす うい-いぇ 
けすしせすしすゃうは こさけっいょぇ お ょけきせ, – ゅけゃけさうす いぇき. 
ゅかぇゃに こけ しすさけうすっかぬしすゃせ, ╅╉》, すさぇくしこけさすせ う 
しゃはいう ]っさゅっえ ‶ぇゃかけゃ.

╁ たけょっ さっえょぇ ぉにかけ ゃにこうしぇくけ しっきぬ こさけ-
すけおけかけゃ けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こさぇゃけくぇ-
させてっくうう. ′っ きっくっっ ょのあうくに きぇてうく ゃかぇ-
ょっかぬちに せぉさぇかう ょけぉさけゃけかぬくけ, くっ ょけあうょぇはしぬ 
こさうゃかっつっくうは うた 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 しすぇすぬっ 19 いぇおけくぇ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう «¨ぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくにた 
こさぇゃけくぇさせてっくうはた くぇ すっささうすけさうう ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう». ¨すくけしうすっかぬくけ すけゅけ, ぉせ-
ょせす かう ぇくぇかけゅうつくにっ ぇおちうう こさけゃけょうすぬしは ゃ 
ぉせょせとっき, けさゅぇくういぇすけさに けすゃっつぇのす くっけこさっ-
ょっかひくくけ: ょぇ, っしかう あうすっかう けょけぉさはす う こけしつう-
すぇのす ねすけ ょかは しっぉは くせあくにき.

╋っあょせ すっき, こけ しかけゃぇき う.け. いぇきっしすうすっ-
かは くぇつぇかぬくうおぇ しかせあぉに せつぇしすおけゃにた ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ ¨╁╃ ╋ぇさうう ╉ぇさきぇくけゃけえ, せつぇしす-

おけゃにっ きうかうちうけくっさに さっゅせかはさくけ, さぇい ゃ 
おゃぇさすぇか, くぇゃっょにゃぇのすしは ゃけ ょゃけさに けおさせゅぇ, 
こさうきっつぇは くっこさぇゃうかぬくけ こさうこぇさおけゃぇくくにっ 
ぇゃすけきけぉうかう う ゃにこうしにゃぇは こさけすけおけかに. ╂さぇ-
そうお すぇおうた «けそうちうぇかぬくにた ゃういうすけゃ» さぇし-
こうしぇく くぇ ゅけょ ゃこっさひょ. ╉さけきっ すけゅけ, せつぇしす-
おけゃにっ きくけゅけ ゃにっいあぇのす う こけ けぉさぇとっくうはき 
ゅさぇあょぇく, おけすけさにっ くっょけゃけかぬくに こけしすぇゃ-
かっくくにきう くぇ ゅぇいけく うかう ょっすしおせの こかけとぇょおせ 
ぇゃすけきけぉうかはきう.

╉ぇお ぉに すぇき くう ぉにかけ, ぇゃすけゃかぇょっかぬちに 
こさけょけかあぇのす う, しおけさっっ ゃしっゅけ, ぉせょせす こさけ-
ょけかあぇすぬ しすぇゃうすぬ しゃけう かうつくにっ しさっょしすゃぇ 
こっさっょゃうあっくうは ゃ くっこけかけあっくくにた きっしすぇた: 
こけょ けおくぇきう おゃぇさすうさ こっさゃにた ねすぇあっえ, こっ-
さっょ しぇきけえ こけょなっいょくけえ ょゃっさぬの, くぇ ゅぇいけく う 
す.ょ. ′っ こけすけきせ, つすけ たけすはす うしこけさすうすぬ おけきせ-
すけ あういくぬ, ぇ こさけしすけ こけすけきせ, つすけ ぉけかぬてっ 
くっおせょぇ – ょゃけさ-すけ くっ さっいうくけゃにえ. ┿ けすけ-
ゅくぇすぬ «あっかっいくけゅけ おけくは» こけょぇかぬてっ – くぇ 
しすけはくおせ うかう ゃ ゅぇさぇあ… ′っ あっかぇっき しっぉは 
せすさせあょぇすぬ.
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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, 23 はくゃぇさは

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき -20-22, くけつぬの -28-30
╁っすっさ ゃけしすけつくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 751 きき さす.しす.

╁けしたけょ 9:13, いぇたけょ 17:06
‶けくっょっかぬくうお, 24 はくゃぇさは

‶ぇしきせさくけ, 
ょくひき -22-24, くけつぬの -19-21

╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 743 きき さす.しす.

╁けしたけょ 9:11, いぇたけょ 17:08
╁すけさくうお, 25 はくゃぇさは

‶ぇしきせさくけ, 
ょくひき -9-11, くけつぬの -10-12

╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 738 きき さす.しす.

╁けしたけょ 9:09, いぇたけょ 17:10
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〉ゃっさっく くぇ 100%, ゃしっ ぇゃすけゃ-

かぇょっかぬちに こさけしすけ ょさけああぇす けす 
しすさぇたぇ. 

╁けす っしかう ぉせょっす ねゃぇおせぇちうは 
ぇゃすけ – すけゅょぇ ぉせょっす ょっえしすゃっくくけ, 
ぇ すぇお...

┿ つひ くっ し ぇょきうくうしすさぇちうう-すけ 
くぇつぇかう? 

′ぇ しぇきけき ょっかっ さっえょ こさぇ-
ゃうかぬくにえ う ゃこけかくっ いぇしかせあっく. 
«┿ おせょぇ は ょけかあっく しすぇゃうすぬ ぇゃすけ 
ゃ 24.00 こけしかっ さぇぉけすに» – うし-
おかのつうすっかぬくけ すゃけう こさけぉかっきに. 
╋ぇてうくぇ ょけかあくぇ しすけはすぬ すぇお, 
つすけぉに くっ きってぇすぬ くうおけきせ, ゃ 
さぇいせきくにた こさっょっかぇた, おけくっつくけ. 
╇╋》¨.

╄しかう ゃに こさうったぇかう ゃ ゅけしすう う 
くっす きっしすぇ – しすぇゃぬすっ ぇゃすけ くぇ しすけ-
はくおせ. ┿た ょぇ, 70 さ. – けゅさけきくにっ 

ょっくぬゅう, ょぇ う うょすう くせあくけ こって-
おけき, おぇお あっ... ′っす, は ゃぇし ゃこけか-
くっ こけくうきぇの – しぇきけきせ ぉに かっくぬ 
ぉにかけ. ‶さけしすけ しけぉしすゃっくくぇは かっくぬ 
– くっ けこさぇゃょぇくうっ. 

¨ぉかっくうかうしぬ きに ょけ くっゃけい-
きけあくけしすう くぇ しぇきけき ょっかっ. 10 
かっす くぇいぇょ し けょくけゅけ おけくちぇ ゅけさけ-
ょぇ くぇ ょさせゅけえ こってけつおけき くっ くぇ-
こさはゅぇはしぬ, ぇ しっえつぇし 500 き かっくぬ 
こさけえすう. 

]╄[を┱╆′｠╈ ╃ぅ╃ぅ 
[っぇかぬくけ ょっえしすゃせのとぇは てすせおぇ! 

ぅ しくぇつぇかぇ すぇお ゃいぉっしうかしは, おけゅょぇ 
しけ きくけえ くぇつぇかう こさけゃけょうすぬ ぉっ-
しっょせ こけ こけゃけょせ こぇさおけゃおう, くけ こけ-
すけき ゃしひ けぉなはしくうかう, さぇししおぇいぇかう 
こさけ こさけすうゃけこけあぇさくせの ぉっいけこぇし-
くけしすぬ, つひ-おけゅけ ...しすにょくけ しすぇかけ... 
╉けさけつっ, おせこうか かけこぇすせ, さぇしつうし-
すうか しっぉっ きっしすけ. 2 つぇしぇ ぇおすうゃくけえ 

さぇぉけすに くぇ しゃっあっき ゃけいょせたっ, つすけ, 
おしすぇすう, ょぇあっ こけかっいくけ, う ゃしひ. 
╋ぇてうくせ っしすぬ ゅょっ こけしすぇゃうすぬ う 
ゅけさょけしすぬ さぇしこうさぇっす!  

╁けす ゃしっ ぉに すぇお さっぇゅうさけ-
ゃぇかう! 〈けゅょぇ ぉに う こさけぉかっき し 
こぇさおけゃおけえ くっ ぉにかけ. ╉けさけつっ, は 
きけかけょっち!!!

╂¨[を╉¨╁』┿′╉┿
〉 くぇし ゃけ ょゃけさっ きぇてうくに さっ-

ゅせかはさくけ こっさっおさにゃぇのす こさけっいょ 
きせしけさけゃけいせ, うい-いぇ つっゅけ つぇしすけ 
きせしけさくにっ ぉぇおう こっさっこけかくはのす-
しは. ぅ きっつすぇの, つすけぉに ぇゃすけ ねすうた 
くっょけせきおけゃ けすゃっいかう くぇ てすさぇそ-
しすけはくおせ. ╋けあっす, すけゅょぇ ゃけいぬきせす 
かけこぇすおせ う さぇしつうしすはす しぇきう しっぉっ 
きっしすけ, すぇお おぇお いうきけえ こけくはすうっ 
«ゅぇいけく» しすぇくけゃうすしは ぇぉしすさぇおす-
くにき...

¨さそけゅさぇそうは ぇゃすけさけゃ しけたさぇくっくぇ

′┿【╇ ╁ ‶╄╉╇′╄5
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

] ‶╄[╁¨╂¨ はくゃぇさは ゃしすせこうか ゃ しうかせ 《っょっさぇかぬくにえ いぇおけく 
わ345-《╆, おけすけさにえ ゃくひし ういきっくっくうは ゃ こさうくはすにえ っとひ ょゃぇ 

ゅけょぇ くぇいぇょ ╆ぇおけく «¨ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ しけちうぇかぬくけえ こけきけとう». 
ぁすけす ょけおせきっくす きっくはっす しすさせおすせさせ くぇぉけさぇ しけちうぇかぬくにた せしかせゅ, おけ-
すけさにきう こけかぬいせのすしは そっょっさぇかぬくにっ かぬゅけすくうおう.

– ]っえつぇし ′]〉 ぉせょっす ゃおかのつぇすぬ ゃ 
しっぉは すさう こけいうちうう, – おけききっくすうさせ-
っす いぇきっしすうすっかぬ させおけゃけょうすっかは 
‶っくしうけくくけゅけ そけくょぇ ゃ ゅ. ╀っさひ-
いけゃしおけき ╄かっくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ 
╊せおぬはくつっくおけ. – ぁすけ けぉっしこっつっ-
くうっ こけ さっちっこすぇき ゃさぇつぇ うかう そっかぬ-
ょてっさぇ かっおぇさしすゃっくくにきう こさっこぇさぇ-
すぇきう う ういょっかうはきう きっょうちうくしおけゅけ 
くぇいくぇつっくうは, ぇ すぇおあっ しこっちうぇかういう-
さけゃぇくくにきう こさけょせおすぇきう かっつっぉくけ-
ゅけ こうすぇくうは ょかは ょっすっえ-うくゃぇかうょけゃ. 
〈ぇおぇは せしかせゅぇ けちっくうゃぇっすしは ゃ 543 
させぉかは っあっきっしはつくけ. ╁ 84 させぉかは 
けこさっょっかっくけ こさっょけしすぇゃかっくうっ こさう 
くぇかうつうう こけおぇいぇくうえ しぇくぇすけさくけ-
おせさけさすくけえ こせすひゃおう. ′ぇおけくっち, 
かぬゅけすくうおぇき こけかけあっく ぉっしこかぇすくにえ 
こさけっいょ くぇ こさうゅけさけょくけき あっかっい-
くけょけさけあくけき すさぇくしこけさすっ, ぇ すぇおあっ 

くぇ きっあょせゅけさけょくっき すさぇくしこけさすっ お 
きっしすせ かっつっくうは う けぉさぇすくけ. ′ぇ ねすけ 
こさっょけしすぇゃかはっすしは 78 させぉかっえ. 

〈け っしすぬ しせききぇさくけ 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 けしすぇひすしは こさっあ-
くっえ – 705 させぉかっえ. 
〈けゅょぇ ゃ つひき いぇ-
おかのつぇのすしは ういきっ-
くっくうは いぇおけくぇ? 

– ‶さっあょっ きっ-
ょうちうくしおぇは しけ-
し す ぇ ゃ か は の と ぇ は 
╄╃╁ ぉにかぇ っょうくけえ, – こさけょけかあぇっす 
╄かっくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ. – ‶けねすけきせ 
けすおぇい けす かっおぇさしすゃ ぇゃすけきぇすうつっしおう 
こさっょこけかぇゅぇか う けすおぇい けす こせすひゃおう. ┿ 
すっこっさぬ かぬゅけすくうお きけあっす けしすぇゃうすぬ 
«ゃ ぇおすうゃっ» こけっいょおせ ゃ しぇくぇすけさうえ, 
ぇ ゃきっしすけ ぉっしこかぇすくにた すぇぉかっすけお こけ-
かせつぇすぬ ょっくぬゅう. ╇かう くぇけぉけさけす.

′ぇこうしぇすぬ いぇはゃかっくうっ け いぇきっくっ 
すぇお しおぇいぇすぬ くぇすせさぇかぬくけゅけ くぇぉけさぇ 
しけちせしかせゅ させぉかはきう きけあくけ ゃ かのぉけっ 
ゃさっきは, くけ くぇょけ こけきくうすぬ: ょっえしすゃけ-
ゃぇすぬ けくけ ぉせょっす ょけ 31 ょっおぇぉさは, 
ょぇあっ っしかう ゃに ゃょさせゅ こっさっょせきぇっすっ 
ゃ すっつっくうっ ゅけょぇ け しゃけひき さってっくうう. 
┿ すぇおけっ しかせつぇっすしは つぇしすけ: あうか つっ-
かけゃっお, くっ すせあうか, くっ くせあくに ぉにかう 
っきせ こうかのかう, ぇ すせす ゃょさせゅ いぇたゃけさぇか, 

う ゃにはゃうかう ょけお-
すけさぇ せ くっゅけ しぇ-
たぇさくにえ ょうぇぉっす 
うかう すけゅけ たせあっ 
– けくおけかけゅうの. 
‶けたけょに ゃ ぇこすっ-
おせ いぇぉっさせす ゃしっ 

ょっくぬゅう, ねすけ おぇお こうすぬ ょぇすぬ. ╇ ゃけす 
つっかけゃっお ゃしこけきうくぇっす け ぉっしこかぇす-
くにた さっちっこすぇた う うょひす こっさっこうしに-
ゃぇすぬ いぇはゃかっくうっ. ′け ょっえしすゃけゃぇすぬ 
けくけ くぇつくひす すけかぬおけ しけ しかっょせのとっゅけ 
ゅけょぇ. ¨ょくぇおけ くけゃにえ いぇおけく, つすけぉに 
こけょょっさあぇすぬ こさぇゃぇ かぬゅけすくうおけゃ, 
けこさっょっかうか こっさったけょくにえ こっさうけょ.

– 〈ぇお, ゅさぇあょぇくうく, こけょぇゃてうえ 
いぇはゃかっくうっ ょけ こっさゃけゅけ けおすはぉさは 
こさけてかけゅけ ゅけょぇ けぉ けすおぇいっ けす しけ-
ちうぇかぬくにた せしかせゅ かうぉけ け ゃけいけぉ-
くけゃかっくうう うた こけかせつっくうは, きけあっす 
こけょぇすぬ ょけ こっさゃけゅけ ぇこさっかは くに-
くってくっゅけ ゅけょぇ くけゃけっ いぇはゃかっくうっ け 
ゃけいゃさぇすっ  けょくけえ うかう ょゃせた しけちせし-
かせゅ うかう けぉ けすおぇいっ けす くうた, – こけはし-
くはっす ╄. ╊せおぬはくつっくおけ. – ╄しかう あっ 
かぬゅけすくうお くっ こっさっょせきぇか きっくはすぬ 
ゃぇさうぇくすに, すけ う ゃけかくけゃぇすぬしは くっ 
け つっき.

╇きっすぬ こさぇゃけ ゃにぉけさぇ – つすけ きけ-
あっす ぉにすぬ かせつてっ? 〈けかぬおけ くぇょけ 
ゃしひ ゃいゃっしうすぬ う こさけしつうすぇすぬ. ╄しかう 
ゃに けしすぇゃうかう しっぉっ ゃけいきけあくけしすぬ 
こけょかっつうすぬしは ゃ しぇくぇすけさうう, すけ いぇ-
つっき «けすさっおぇすぬしは» けす ぉっしこかぇすくけゅけ 
こさけっいょぇ? ╄しかう せ ゃぇし しけ いょけさけゃぬっき 
こさけぉかっきに, しすけうす かう ぉさぇすぬ «こけか-
すにとう» させぉかっえ? ╃かは くぇつぇかぇ くぇょけ 
こさけおけくしせかぬすうさけゃぇすぬしは し ゃさぇつけき 
う せあっ ゃきっしすっ さってうすぬ, おぇお あうすぬ 
ょぇかぬてっ.

『╇《[┿ ╃′ぅ
╁ ╀╂¨ こさけあうゃぇのす 5636 かぬゅけす-

くうおけゃ そっょっさぇかぬくけゅけ せさけゃくは. 2503 

しけたさぇくうかう こさぇゃけ くぇ こけかせつっくうっ しけ-
ちうぇかぬくにた かぬゅけす. ¨しすぇかぬくにっ いぇきっ-
くうかう うた ょっくっあくにきう ゃにこかぇすぇきう.

╁┿╅′¨
┵┴┲┮┬ ┶┩┹┲┵┰┲┶┴┤

 ┬┫┰┩┱┬┯┬┵╀
╃.╁. ‶┿╊╉╇′, 
╂かぇゃくにえ ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ うくあっ-
くっさ-うくしこっおすけさ ╂けしすったくぇょいけさぇ ╂¨ 
ゅ. ╁. ‶にてきぇ, ゅ. ]さっょくっせさぇかぬしお, 
ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ                           

╂けしすったくぇょいけさ ╂¨ ゅ. ╁っさたくはは ‶にて-
きぇ, ゅ. ]さっょくっせさぇかぬしお, ゅ. ╀っさひいけゃ-
しおうえ ょけゃけょうす ょけ しゃっょっくうは けさゅぇくう-
いぇちうえ, のさうょうつっしおうた かうち, うきっのとうた 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすう すさぇおすけさに, こさうちっこに 
お くうき, しぇきけたけょくにっ きぇてうくに, つすけ ょけ 
15 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ こさけういゃけょうすしは 
しけしすぇゃかっくうっ こかぇくぇ-ゅさぇそうおぇ こさけゃっ-
ょっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ すったくうつっ-
しおけゅけ けしきけすさぇ くぇ すっおせとうえ 2011 ゅけょ. 
‶さけてせ こさうぉにすぬ ゃしっ けさゅぇくういぇちうう, 
のさうょうつっしおうた かうち ゃ うくしこっおちうの ╂け-
しすったくぇょいけさぇ し さっおゃういうすぇきう こさっょ-
こさうはすうえ ょかは しゃっさおう, ぇ すぇおあっ すっ 
けさゅぇくういぇちうう, せ おけすけさにた ゃ 2010 ゅけょせ 
ういきっくうかうしぬ さっおゃういうすに こさっょこさう-
はすうは ょかは こっさっさっゅうしすさぇちうう.

‶さっょこさうはすうはき, あっかぇのとうき うい-
きっくうすぬ しさけおう こさけゃっょっくうは ゅけしせょぇさ-
しすゃっくくけゅけ すったくうつっしおけゅけ けしきけすさぇ, 
くっけぉたけょうきけ はゃうすぬしは ゃ うくしこっおちうの 
ょかは しけゅかぇしけゃぇくうは くけゃにた しさけおけゃ.

¨ぉさぇとぇすぬしは: ゅ. ╁っさたくはは ‶にてきぇ, 
せか. ╀ぇかすにきしおぇは, 2┿.

〈っかっそけく 8-9024456133.

╊╃‶[ ╁｠╃╁╇′〉╊┿ 
]╁¨╄╂¨ ╉┿′╃╇╃┿〈┿ 

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
10 はくゃぇさは ]ゃっさょかけゃしおけっ さっゅうけくぇかぬくけっ けすょっかっくうっ ╊╃‶[ 

こさけゃっかけ おけくそっさっくちうの, くぇ おけすけさけえ こぇさすうは ゃにょゃうくせかぇ 
しゃけの おぇくょうょぇすせさせ くぇ こけしす 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 – ┿くょさっは ╁ぇょうきけゃうつぇ ╀ぇさおっっゃぇ. 19 はくゃぇさは けく こけ-
ょぇか ょけおせきっくすに ゃ ぉっさひいけゃしおせの 〈╇╉. 

╉ぇくょうょぇすせ 49 かっす, けく こさけあうゃぇっす ゃ ╀っさひいけゃしおけき, はゃかは-
っすしは つかっくけき こぇさすうう ╊╃‶[. ]っえつぇし ┿.╁. ╀ぇさおっっゃ いぇくうきぇ-
っす ょけかあくけしすぬ いぇきっしすうすっかは ょうさっおすけさぇ くっおけききっさつっしおけえ 
けさゅぇくういぇちうう «《けくょ こけょょっさあおう こさっいうょっくすしおうた こさけゅさぇきき 
ゃ 〉さぇかぬしおけき さっゅうけくっ». ╃け ねすけゅけ さぇぉけすぇか ゃ きうくうしすっさしすゃっ 
せこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにき うきせとっしすゃけき. 

┿くょさっえ ╀ぇさおっっゃ こさっょけしすぇゃうか ゃしっ くっけぉたけょうきにっ ょけおせきっく-
すに, けすおさにか しつひす ょかは そうくぇくしうさけゃぇくうは ういぉうさぇすっかぬくけえ おぇき-
こぇくうう. ╁ 〈╇╉ こさっょこけかぇゅぇのす, つすけ さってっくうっ け さっゅうしすさぇちうう 
うくうちうぇすうゃに ゃにょゃうあっくうは ぉせょっす こさうくうきぇすぬしは 21 はくゃぇさは. 

┿.╁. ╀ぇさおっっゃ – すさっすうえ こさっすっくょっくす くぇ ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに. 
]っえつぇし しぉけさ こけょこうしっえ こさけゃけょはす しぇきけゃにょゃうあっくちに – 〈ぇきぇ-
さぇ ╃きうすさうっゃくぇ ╂けかけゃくは う 〈ぇすぬはくぇ ╀けさうしけゃくぇ ┿さすっきぬっゃぇ. 

╁にょゃうあっくうっ おぇくょうょぇすけゃ こさけょかうすしは ょけ 26 はくゃぇさは ゃおかの-
つうすっかぬくけ, ょけおせきっくすに ょかは さっゅうしすさぇちうう けくう ょけかあくに こさっょけ-
しすぇゃうすぬ ょけ 18.00 つぇしけゃ 31 はくゃぇさは.

╁｠╀¨[｠–2011 ]‶¨[〈
╁‶╄[╄╃╇ – «╊｠╅′ぅ [¨]]╇╇»

╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁
╁ こさけてかけき ゅけょせ ゃ くぇてっき ゅけさけょ-

しおけき けおさせゅっ ゃ しけしすはいぇくうはた «╊にあくは 
[けししうう» せつぇしすゃけゃぇかけ すさう すにしはつう 
つっかけゃっお. ′っす しけきくっくうは ゃ すけき, つすけ う 
くにくつっ くぇ かにあくの ゃにえょっす くっ きっくぬてっ 
ぉっさっいけゃつぇく. 

〈ぇおぇは せゃっさっくくけしすぬ ぉにかぇ こけょおさっ-
こかっくぇ くぇ しけしすけはゃてっきしは ゃけ ゃすけさくうお 
ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせゅぇ いぇしっょぇ-
くうう けさゅぇくういぇちうけくくけゅけ おけきうすっすぇ こけ 
こけょゅけすけゃおっ お しすぇさすぇき «╊にあくは [けし-
しうう»-2011. ╆ぇしっょぇくうっ こさけてかけ こけょ 
こさっょしっょぇすっかぬしすゃけき いぇきっしすうすっかは ゅかぇ-
ゃに けおさせゅぇ こけ しけちうぇかぬくにき ゃけこさけしぇき  
¨かぬゅう 【っかせたうくけえ. ╁ くひき こさうくはかう 
せつぇしすうっ いぇゃっょせのとぇは  せこさぇゃかっくうっき 
おせかぬすせさに, きけかけょひあくけえ こけかうすうおう う 
しこけさすぇ ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせゅぇ ╇さうくぇ 
〈うきうくぇ, させおけゃけょうすっかう こけしっかおけゃにた 
ぇょきうくうしすさぇちうえ, しこけさすうゃくにっ けさゅぇ-
くういぇすけさに, すさっくっさに, こさっょしすぇゃうすっかう 
しかせあぉ, けぉっしこっつうゃぇのとうた せしこった こさけゃっ-
ょっくうは  しすけかぬ きぇししけゃにた しけさっゃくけゃぇくうえ.

╆ぇゃっょせのとぇは けすょっかけき そういおせかぬすせさに 
う しこけさすぇ  ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせゅぇ ╊の-
ぉけゃぬ 〈っかはおけゃぇ こけこさけしうかぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかっえ  ]¨╉ «╊うょっさ», ょさせゅうた しこけさ-
すうゃくにた けさゅぇくういぇちうえ, させおけゃけょうすっかっえ 
ぇょきうくうしすさぇちうえ  こけしひかおけゃ ょけかけあうすぬ け 
こさっょこけかぇゅぇっきけき きっしすっ, ゃさっきっくう こさけ-
ゃっょっくうは しけさっゃくけゃぇくうえ, おけかうつっしすゃっ 
しせょっえ う せつぇしすくうおけゃ. ╃っかけ ゃ すけき, つすけ 
しすぇさすに «╊にあくう [けししうう» こさけえょせす せ 
くぇし こさっうきせとっしすゃっくくけ  こけ きっしすせ  あう-
すっかぬしすゃぇ しこけさすしきっくけゃ, すけ っしすぬ ゃ こけ-
しひかおぇた, ぇ ゅかぇゃくにえ しすぇさす ぉせょっす ょぇく 
すさぇょうちうけくくけ けす ‶すうつぬっえ ゅけさおう, 13 
そっゃさぇかは. ╁ ぉけかぬてうくしすゃっ こけしひかおけゃ, 
くぇこさうきっさ, ゃ ╋けくっすくけき,  ╉かのつっゃしおっ, 
╉っょさけゃおっ, ╊けしうくけき, しけさっゃくけゃぇくうは 
こかぇくうさせっすしは こさけゃっしすう くぇ けょうく ょっくぬ 
さぇくぬてっ. ┿ ゃけす ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき 
きうおさけさぇえけくっ う  ゃ  ]すぇさけこにてきうくしおっ  
けくう こさけえょせす  ゃ ょゃぇ ょくは – 11 う 12 そっゃ-
さぇかは. 〈けかぬおけ 【うかけゃおぇ しけゃきっしすくけ し 
]ぇさぇこせかおけえ くぇ ぉぇいっ かっすくっゅけ かぇゅっさは 

«╆ぇさくうちぇ»  いぇこせしすはす しゃけうた かにあくうおけゃ 
くぇ ょうしすぇくちうの ゃ けょくけ ゃさっきは し ゅかぇゃ-
くにき いぇぉっゅけき.

╉ぇお う ゃ こさけてかけき ゅけょせ,  くぇ きっしすっ 
ゅかぇゃくにた しすぇさすけゃ けあうょぇっすしは ぉっしこかぇす-
くにえ つぇえ ょかは ゃしった あっかぇのとうた, せつぇしす-
くうおう しけさっゃくけゃぇくうえ  «╊にあくは [けししうう»  
こけかせつぇす くぇ こぇきはすぬ しこけさすうゃくにっ てぇ-
こけつおう うかう くぇかけぉくにっ こけゃはいおう, ぇ こけぉっ-
ょうすっかう う こさういひさに ゃ しゃけうた ゃけいさぇしすくにた 
ゅさせここぇた – ゅさぇきけすに う きっょぇかう さぇいくにた 
ょけしすけうくしすゃ.

 ¨しけぉけっ ゃくうきぇくうっ くぇ いぇしっょぇくうう 
けさゅおけきうすっすぇ ぉにかけ せょっかっくけ せつぇしすうの 
ゃ しけさっゃくけゃぇくうはた せつぇとっえしは う しすせ-
ょっくつっしおけえ きけかけょひあう. ╇ ゃ ねすけえ しゃは-
いう けぉさぇとっくけ ゃくうきぇくうっ こさっょしすぇゃう-
すっかっえ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは くぇ 
くっけぉたけょうきけしすぬ ぇおすうゃういぇちうう かにあ-
くにた  すさっくうさけゃけお  ゃ ておけかぇた う きぇし-
しけゃけゅけ せつぇしすうは  せつぇとうたしは  ゃ ゅかぇゃ-
くけき しこけさすうゃくけき こさぇいょくうおっ させししおけえ 
いうきに.

┿╉『╇ぅ

┤┧┬┶┷┨┤┴ ┳┲ ┦┴┩┨┱┿┰ ┳┴┬┦┿┻┮┤┰
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

╇〈¨╂╇ おけくおせさしぇ こかぇおぇすけゃ くぇ すっきせ いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう 
ゃ さぇきおぇた けぉかぇしすくけゅけ こさけっおすぇ «╀せょぬ いょけさけゃ!» ぉにかう こけょ-

ゃっょっくに くぇ こさけてかけえ くっょっかっ.
′ぇこけきくうき, つすけ こさけっおす «╀せょぬ 

いょけさけゃ!» しけぉさぇか ゃ しゃけうた さはょぇた 
ょゃっくぇょちぇすぬ おかぇししけゃ うい しっきう 
ておけか くぇてっゅけ けおさせゅぇ. ╁ おけくちっ 
きぇさすぇ しすぇくっす ういゃっしすっく おかぇしし, 
おけすけさにえ こけっょっす いぇとうとぇすぬ つっしすぬ 
╀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 
くぇ けぉかぇしすくけき ねすぇこっ おけくおせさしぇ う 
こけぉけさっすしは すぇき いぇ ゅかぇゃくにえ こさうい – 
こけっいょおせ ゃしっき おかぇししけき くぇ きけさっ. ╁ 
けぉかぇしすくけき きぇしてすぇぉっ こさけっおす こさけ-
ゃけょうすしは せあっ てっしすけえ ゅけょ, けょくぇおけ 
くぇて けおさせゅ こけょおかのつうかしは お くっきせ 
ゃこっさゃにっ. ╁け きくけゅけき ねすけ いぇしかせゅぇ 
けぉとっしすゃっくくけしすう, うくうちうぇすうゃくにた 

さけょうすっかっえ う こさけしすけ くっさぇゃくけ-
ょせてくにた かのょっえ, おけすけさにっ せぉっょうかう 
けそうちうぇかぬくにた かうち ゃ ゃけいきけあくけしすう 
けしせとっしすゃうすぬ すぇおせの きぇしてすぇぉくせの 
ぇおちうの. 

╂かぇゃくぇは ちっかぬ こさけっおすぇ – ょけくっ-
しすう ょけ こけょさけしすおけゃ 14-16-すう かっす 
うょっの こさうゃかっおぇすっかぬくけしすう いょけさけ-
ゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう, しそけさきうさけ-
ゃぇすぬ せ くうた しすけえおけっ けすゃさぇとっくうっ お 
しうゅぇさっすっ う ぇかおけゅけかの, ぇ ゃ うょっぇかっ 
– こさうゃっしすう お けすおぇいせ けす ゃさっょくけえ 
こさうゃにつおう ょっすっえ, おけすけさにっ せあっ 
こけこぇかう ゃ いぇゃうしうきけしすぬ. ╉ぇお こけ-
おぇいにゃぇっす こさぇおすうおぇ, うきっくくけ ゃ 

ねすけき ゃけいさぇしすっ 
(ぇ こけさけえ う ゃ 
ぉけかっっ さぇくくっき) 
きくけゅうっ ておけかぬ-
くうおう こっさゃにえ 
さぇい ぉっさせすしは いぇ 
しうゅぇさっすせ. ぁすぇ 
こさけぉかっきぇ ぇお-
すせぇかぬくぇ, ゃ すけき 
つうしかっ ょかは ておけか 
╀ っ さ ひ い け ゃ し お け -
ゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ. ¨ょくけ 
うい ゃぇあくにた せし-
かけゃうえ こさけっおすぇ 

«╀せょぬ いょけさけゃ!» – つすけぉに ゃ すっつっ-
くうっ しゃけっゅけ せつぇしすうは ゃ くひき くうおすけ 
うい さっぉはす ゃ おかぇししっ-せつぇしすくうおっ くっ 
ゃいはかしは いぇ しうゅぇさっすせ.

‶けぉっょうすっかう おけくおせさしぇ ぉせょせす 
くぇゅさぇあょっくに ゃ おけくちっ はくゃぇさは ゅさぇ-
きけすぇきう う ょっくっあくにきう こさういぇきう. 
‶っさゃけっ きっしすけ あのさう こさうしせょうかけ 
おけかかっおすうゃくけえ さぇぉけすっ 9 «ぉ» おかぇし-
しぇ かうちっは わ3 «┿かぬはくし», ゃすけさけっ 
いぇくはか こかぇおぇす せつっくうちに 9 «ぇ» おかぇし-
しぇ すけゅけ あっ せつっぉくけゅけ いぇゃっょっくうは 
ぃかうう ╆ぇさっくおけゃけえ, ぇ くぇ すさっすぬっ  
けこさっょっかうかう こかぇおぇす ┿かひくに ‶ぇ-
すさせてっゃけえ うい 9 «ゃ» おかぇししぇ ておけかに 
わ33. 

╁ さぇきおぇた こさけっおすぇ «╀せょぬ いょけ-
さけゃ!» せつぇしすくうおぇき こさっょかけあっくけ 
きくけあっしすゃけ ゃぇさうぇくすけゃ さっぇかういぇ-
ちうう しゃけうた すゃけさつっしおうた しこけしけぉ-
くけしすっえ. ╉けくおせさし こかぇおぇすけゃ しすぇか 
かけゅうつっしおうき こさけょけかあっくうっき ゃいは-
すけゅけ おせさしぇ くぇ こさけこぇゅぇくょせ いょけさけ-
ゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう. 【おけかぬくうおう 
ゃいはかうしぬ いぇ くっゅけ し ねくすせいうぇいきけき, 
ゃ こさっょしすぇゃかっくくにた くぇ おけくおせさし 
さぇぉけすぇた ぉにかけ きくけゅけ たけさけてうた 
すゃけさつっしおうた くぇたけょけお. ╁にしすぇゃおぇ 
さぇぉけす, しおけさっっ ゃしっゅけ, しけしすけうすしは 
ゃっしくけえ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせ-
ゅぇ, 『╃〈 う せこさぇゃかっくうう けぉさぇいけ-
ゃぇくうは, っひ しさけおう すけつくけ っとひ くっ 
けこさっょっかっくに.

┿《╇【┿

╆┿╅╂〉〈]ぅ ╆╁┱╆╃｠ ╉┿╆┿′╇
28 はくゃぇさは ゃ 18.30 くぇ しちっくっ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» こさけえょひす 

おけくちっさす くぇさけょくけゅけ ぇさすうしすぇ [っしこせぉかうおう 〈ぇすぇさしすぇく ╁うかは 〉]-
╋┿′¨╁┿. ‶けこせかはさくにえ ねしすさぇょくにえ こっゃっち ゃにしすせこうす ゃ しけこさけゃけあょっくうう 
ぇくしぇきぉかは «╉ぇいぇく くせさかぇさに». ╀うかっすに ぉせょせす しすけうすぬ ゃしっゅけ 100 させぉかっえ, うた 
きけあくけ こさうけぉさっしすう ゃ ╃けきっ おせかぬすせさに «]けゃさっきっくくうお», ぇ すぇおあっ ゅけさけょ-
しおけえ ぉうぉかうけすっおっ せ ╂. ╂ぇさうこけゃけえ.
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╉¨[¨〈╉¨

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

╉¨]╋╇』╄]╉┿ぅ ¨╊╇╋‶╇┿╃┿ 
]おけかぬおけ ゃさっきっくう ゅけさうす しこうつおぇ 

くぇ ╊せくっ?  ‶けつっきせ さぇおっすせ しけしすぇゃう-
かう うい しすせこっくっえ? ╂ょっ あうゃせす おけしきけ-
くぇゃすに? 〉つぇしすくうおう ゅけさけょしおけえ おさぇ-
っゃっょつっしおけえ けかうきこうぇょに «╆くぇすけおう 
さけょくけゅけ ゅけさけょぇ» いくぇのす けすゃっすに くぇ 
すぇおうっ ゃけこさけしに. ]すぇさてっおかぇししくうおぇき 
こさっょかけあうかう けおせくせすぬしは ゃ おけしきうつっ-
しおせの すっきせ, すぇお おぇお 2011 ゅけょ けぉなはゃ-
かっく ╂けょけき さけししうえしおけえ おけしきけくぇゃ-
すうおう. 』すけぉに こけぉっょうすぬ, せつぇとうっしは 
ておけか ょけかあくに ぉにかう けすゃっすうすぬ くぇ 
ゃけこさけしに すっしすぇ, さってうすぬ おさけししゃけさ-
ょに う くぇこうしぇすぬ すゃけさつっしおけっ いぇょぇくうっ 
くぇ すっきせ: «╋に – ょっすう こかぇくっすに ╆っき-
かは». ╁ しけつうくっくうはた ておけかぬくうおう こう-
しぇかう けぉ ねおけかけゅうつっしおうた こさけぉかっきぇた 
こかぇくっすに, さぇししせあょぇかう け こさうさけょくにた 
さっしせさしぇた, さぇししおぇいにゃぇかう け しぇきにた 
ゃぇあくにた ょけしすうあっくうはた ゃ けぉかぇしすう 
おけしきけくぇゃすうおう う ぇしすさけくけきうう. 

╀けかぬてっ ゃしっゅけ ぉぇかかけゃ くぇぉさぇ-
かう ゃけしこうすぇくくうおう かうちっは わ3 
«┿かぬはくし» ┿くょさっえ ╀につうく, ┿かっお-
しぇくょさ ╅うかぬちけゃ う ┿さすせさ ぅおせこけゃ. 
〈ぇおあっ ゃ つうしかっ こさういひさけゃ けおぇいぇ-
かうしぬ せつっくうおう ておけか わ1, 2, 33 う 
ゅうきくぇいうう わ5. 

╉[┿╄╁╄╃｠ ¨〈』╇〈┿╊╇]を 

╂けさけょしおうっ おさぇっゃっょつっしおうっ つすっ-
くうは ておけかぬくうおけゃ こさけゃけょはすしは 
っあっゅけょくけ ゃ つっしすぬ ょくは さけあょっくうは 
]うかぬゃに ]っきひくけゃくに  ¨こひくおうくけえ 
– せつうすっかは うしすけさうう ておけかに わ1, 
けしくけゃぇすっかは ゅけさけょしおけゅけ きせいっは いけ-
かけすけこかぇすうくけゃけえ こさけきにてかっくくけ-
しすう. ╀けかっっ 30 せつっくうおけゃ うい ゃけしぬきう 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ うい-
せつぇかう うしすけさうの, おせかぬすせさせ う すさぇ-
ょうちうう さけょくけゅけ おさぇは. [っいせかぬすぇすに 
– しゃけう うししかっょけゃぇすっかぬしおうっ さぇぉけすに 
– けくう こさっょけしすぇゃうかう くぇ しせょ あのさう. 

]せょぬう けすきっすうかう さぇぉけすに こけしっか-
おけゃにた ょっすっえ. ╇くすっさっしくせの うしすけ-
さうつっしおせの ねおしおせさしうの こけょゅけすけゃうかう 
ゃけしぬきうおかぇししくうおう ¨〉 わ30, けくう 
さぇししおぇいぇかう け しけおさけゃうとぇた ]ぇさぇこせか-
おう: きさぇきけさくけき おぇさぬっさっ う かけてぇょはた. 
〈ぇおあっ けさうゅうくぇかぬくにえ こさけっおす くぇこう-
しぇかぇ ぃかうは ╀けぉうくぇ, けくぇ さぇししおぇいぇかぇ 
け つっすにさひた こけおけかっくうはた しゃけっえ しっきぬう, 
せつうゃてうたしは ゃ ておけかっ わ2, おけすけさせの 
けおぇくつうゃぇっす う しぇきぇ ぃかうは. 

〉つぇしすくうおぇき ゃさせつうかう ぉかぇゅけょぇさ-
しすゃっくくにっ ゅさぇきけすに, ぇ うた さぇぉけすに 
しすぇくせす ゃっしけきにき ゃおかぇょけき ゃ ういせつっ-
くうっ うしすけさうう さけょくけゅけ おさぇは. 

╁¨╉[〉╂ ┱╊╉╇ 
] ╇╆╀╇[╉¨╋¨╋ 

┿くぇしすぇしうは 《[¨╊〉【╇′┿ 
╋けかけょひあくぇは ういぉうさぇすっかぬくぇは おけ-

きうししうは こさけゃっかぇ ひかおせ ょかは きぇかっくぬおうた 
おっょさけゃつぇく, おけすけさにっ くっ うきっのす ゃけい-
きけあくけしすう たけょうすぬ ゃ ょっすしおうっ しぇょに. 
[っぉはすぇ しきけゅかう こけうゅさぇすぬ しけ しおぇいけつ-
くにきう こっさしけくぇあぇきう, さぇししおぇいぇすぬ 
╃っょせ ╋けさけいせ う ]くっゅせさけつおっ しすうたけす-
ゃけさっくうは う こさけしすけ こけゃけょうすぬ ゃっしひかにえ 
たけさけゃけょ ゃけおさせゅ くぇさはょくけえ ひかおう.

╋くけゅけ さけょうすっかっえ こさうゃっかう しゃけうた 
ょっすっえ くぇ こさぇいょくうお. ¨ょっすにっ ゃ さぇい-
くけちゃっすくにっ おけしすのきに さっぉはすぇ しすっし-
くはかうしぬ さぇししおぇいにゃぇすぬ しすうたう, くけ ゃっ-
しっかけ うゅさぇかう う すぇくちっゃぇかう. 〈ぇおけゅけ 
おけかうつっしすゃぇ くぇさけょせ くっ けあうょぇか くう-
おすけ, ょっすっえ ょぇあっ こさうてかけしぬ ゃにしすさぇ-
うゃぇすぬ ゃ ょゃぇ たけさけゃけょぇ. ╋けかけょひあ-
くぇは ういぉうさぇすっかぬくぇは おけきうししうは ぉにかぇ 
さぇょぇ こけょぇさうすぬ きぇかにてぇき しおぇいおせ.

╄]〈を ╋′╄′╇╄
╇ゅさに ╉╁′ しさっょう ておけかぬくうおけゃ こさけてかう ゃ おけくちっ こさけてかけゅけ ゅけょぇ, ぇ ゃけす うた せつぇしすくうおう ょけ しうた こけさ ゃしこけきうくぇのす こさけてっょてっっ きっさけこさう-

はすうっ. ╉すけ-すけ し さぇょけしすぬの う かひゅおけえ ゅさせしすぬの, ぇ おすけ-すけ し くっゅけょけゃぇくうっき. ¨ しゃけうた ゃこっつぇすかっくうはた けす こさけてっょてうた うゅさ さぇししおぇいぇかう つかっくに 
おけきぇくょ かうちっは わ3 «┿かぬはくし» う ておけかに わ9.

ÇÀ «ÊÎÇËÎÂ» – ÏÐÈÇÎÂÎÅ ÌÅÑÒÎ
┿かっおしぇくょさぇ ╊┿╁[〉【╇′┿, 
おけきぇくょぇ «╃っゃはすおぇ FM» (ておけかぇ わ9)
24 ょっおぇぉさは ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう しけしすけはか-

しは ょけかゅけあょぇくくにえ ╉╁′. ╉ぇあょぇは おけきぇくょぇ こけ-
おぇいぇかぇ しゃけう ゃけいきけあくけしすう う しこけしけぉくけしすう. ╉ 
しけあぇかっくうの, てせすおう う きうくうぇすのさに  くっおけすけさにた 
せつぇしすくうおけゃ «こけさぇあぇかう». ╃うぇかけゅ こさけ すけ, つすけ 
ゃしっ きせあうおう おけいかに ゃおかのつうかぇ ゃ しゃけの おけくおせさし-
くせの こさけゅさぇききせ けょくぇ うい おけきぇくょ-せつぇしすくうち. ¨ 
おぇおうた こけかけあうすっかぬくにた ねきけちうはた きけあっす うょすう 
さっつぬ, おけゅょぇ しけ しちっくに こせぉかうつくけ いゃせつうす けしおけさ-
ぉかっくうっ? ╁こけかくっ ょけこせしすうきけ, つすけぉに おぇゃねねくとう-
おう いぇすさぇゅうゃぇかう しけちうぇかぬくにっ こさけぉかっきに, おけすけ-
さにっ ょっえしすゃうすっかぬくけ しせとっしすゃせのす ゃ けぉとっしすゃっ. 
¨ょくぇおけ くっせあっかう くぇし し ゃぇきう けおさせあぇのす けょくう 
おけいかに? 

╉ぇあょぇは おけきぇくょぇ しくうきぇかぇ ゃうょっけさけかうお, しけ-
けすゃっすしすゃせのとうえ すっきっ うゅさ. 〉 くぇし ぉにかぇ  ゃけい-
きけあくけしすぬ こけこさけぉけゃぇすぬ しっぉは ゃ ぇきこかせぇ しちっ-
くぇさうしすぇ, さっあうししひさぇ, いゃせおけけこっさぇすけさぇ うかう 
ぇおすひさぇ. ╇ せつぇしすくうおう こさけはゃうかう そぇくすぇいうの, 
ょうぇゅくけい ぉにか こけしすぇゃかっく ゃ しぇきにた くっけあうょぇく-
くにた きっしすぇた: くぇ ゅけさくにた ゃっさてうくぇた, ゃ おぇぉうくっすっ 
ゃさぇつぇ うかう あっ くぇ せかうちっ. ′け ゃくうきぇくうっ ぉけかぬ-
てうくしすゃぇ いさうすっかっえ こさうゃかひお さけかうお おけきぇくょに, 
おけすけさぇは くっしこさぇゃっょかうゃけ ゃにしおぇいぇかぇしぬ ゃ ぇょさっし 
きせあつうく. ′ぇょけ しおぇいぇすぬ, けしくけゃくぇは うょっは さけかう-
おぇ ねすけえ おけきぇくょに ぉにかぇ うくすっさっしくぇは: せつっくうちに 
こけはゃかはのすしは ゃ けぉとっしすゃっくくにた きっしすぇた う こにすぇ-
のすしは くぇえすう こっょぇゅけゅぇ ゃ すけかこっ. ′っしけきくっくくけ, 
ねすけす さけかうお ゃにいゃぇか ぉに せ けおさせあぇのとうた たけさけ-
てうっ ゃこっつぇすかっくうは, っしかう ぉに くっ けょくぇ うい しちっく: 
こっょぇゅけゅ けすょぇひす しゃけっえ せつっくうちっ ゃ きぇゅぇいうくっ 
ぉせすにかおせ しけ しこうさすくにき くぇこうすおけき しけ しかけゃぇきう: 
«╃っさあう, し ′けゃにき ゅけょけき すっぉは!» ╁ こけかけあっくうう 
け ╉╁′っ ぉにかけ せおぇいぇくけ, つすけ かのぉぇは こさけこぇゅぇく-
ょぇ しこうさすくにた くぇこうすおけゃ, すぇぉぇつくにた ういょっかうえ, 
こしうたけすさけこくにた う くぇさおけすうつっしおうた ゃっとっしすゃ いぇ-
こさっとっくぇ! ′け うきっくくけ ねすけす さけかうお こけかせつうか 
ゃにしてせの けちっくおせ こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ あのさう. 
¨ おぇおけえ こさけこぇゅぇくょっ いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あうい-
くう しさっょう きけかけょひあう きけあっす うょすう さっつぬ, っしかう 
ゃにしてうえ ぉぇかか ょぇひすしは ぇくすうさっおかぇきっ いょけさけゃけゅけ 
けぉさぇいぇ あういくう? 

]ぇきにき すさせょくにき ょかは せつぇしすくうおけゃ しすぇかけ ょけ-
きぇてくっっ いぇょぇくうっ. 』すけぉに しょっかぇすぬ しちっくぇさうえ 
うくすっさっしくにき, くせあくけ ぉにかけ こっさっぉけさけすぬ ゃしっ しゃけう 
しすさぇたう う くっ ぉけはすぬしは ゃにゅかはょっすぬ しきってくにき, つすけ-
ぉに ょけしすぇゃうすぬ いさうすっかはき せょけゃけかぬしすゃうっ. ′けきっさぇ 
こけかせつうかうしぬ はさおうっ う いさっかうとくにっ, くけ, おぇお う ゃ 
こさっょにょせとうた おけくおせさしぇた, けすかうつうかぇしぬ すぇ あっ おけ-
きぇくょぇ. ╁ しゃけうた くけきっさぇた けくぇ こけおぇいぇかぇ せつうすっ-
かっえ ゃいはすけつくうおぇきう う かっゅおけきにしかっくくにきう かのょぬ-
きう, こかけたけ しこさぇゃかはのとうきうしは し ょけかあくけしすくにきう 
けぉはいぇくくけしすはきう. ‶さうたけょうす せつっくうお お せつうすっかぬくう-
ちっ う こけおぇいにゃぇっす そけすけゅさぇそうの: «╋ぇさぬ ╇ゃぇくくぇ, 
せ きっくは おけきこさけきぇす, こけしすぇゃぬすっ «こはすひさけつおせ!» 
〉つうすっかぬ しけゅかぇてぇっすしは, う ょけゃけかぬくにえ てぇくすぇあうしす 
かうおせっす.  ╉ぇおうっ いょっしぬ くせあくに おけききっくすぇさうう? 

╉ぇおけゃけ あっ ぉにかけ せょうゃかっくうっ, おけゅょぇ うきっくくけ 
ねすぇ おけきぇくょぇ いぇくはかぇ ゃすけさけっ きっしすけ.  

′け くぇさはょせ し くっゅぇすうゃけき, おけすけさにえ けしすぇかしは 
こけしかっ ゃにしすせこかっくうは ねすけえ おけきぇくょに, けす うゅさに 
ぉにかけ こけかせつっくけ きくけあっしすゃけ こけいうすうゃくにた はさ-
おうた ゃこっつぇすかっくうえ. ╆ぇおかのつうすっかぬくにき ぇおおけさょけき 
うゅさに しすぇかぇ こっしくは おけきぇくょに ておけかに わ9 «╁しひ 
きけあっす きけかけょひあぬ». ¨くぇ, ょっえしすゃうすっかぬくけ, きけ-
あっす ゃしひ, しこけしけぉくぇ しけゃっさてぇすぬ おぇお こけかけあう-
すっかぬくにっ, すぇお う けすさうちぇすっかぬくにっ こけしすせこおう. ╇ 
いぇょぇつぇ しすぇさてっゅけ こけおけかっくうは (ぇ っしかう さっつぬ うょひす 
け おけくおせさしっ – つかっくけゃ あのさう) けぉなっおすうゃくけ けちっ-
くうゃぇすぬ うた こけしすせこおう, せおぇいにゃぇすぬ くぇ けてうぉおう う, 
おけくっつくけ, くっ ょけこせしおぇすぬ こさけこぇゅぇくょせ こけさけつくにた 
はゃかっくうえ.

┫┤┮┤┱┻┬┦┤┶╀ ┱┷┪┱┲ ┦┩┵┩┯┲ 
╉けきぇくょぇ «[っょおうえ しかせつぇえ» (かうちっえ わ3 «┿かぬはくし»)

╇ゅさに ╉╁′ – ねすけ けぉなっょうくはのとっっ いゃっくけ ょかは せつっくうおけゃ う こっょぇゅけゅけゃ. ╁っょぬ 
ゃ こけょゅけすけゃおせ お うゅさぇき ゃけゃかっつっくに ゃしっ, う ぉかぇゅけょぇさは ゃさっきっくう, こさけゃっょひく-
くけきせ ゃきっしすっ, う くっそけさきぇかぬくけきせ けぉとっくうの, けすくけてっくうは ういきっくうかうしぬ ゃ 
かせつてせの しすけさけくせ. ╇ ょっすう, う ゃいさけしかにっ こけしきけすさっかう ょさせゅ くぇ ょさせゅぇ くけゃにき 
ゃいゅかはょけき. 

′ぇき けつっくぬ こけくさぇゃうかぇしぬ けさゅぇくういぇちうは くにくってくうた うゅさ. ╁こっさゃにっ きに 
ゃにしすせこうかう くぇ しちっくっ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう, おけすけさにえ ゅけさぇいょけ せのすくっっ 
«]けゃさっきっくくうおぇ». ╆ょっしぬ くぇし ゃしっゅょぇ ゃしすさっつぇかう し せかにぉおけえ, こさけゃけあぇ-
かう ゃ いぇか. ╋に つせゃしすゃけゃぇかう, つすけ けさゅぇくういぇすけさに けすくけしはすしは お くぇき こけ-
ゃいさけしかけきせ, せゃぇあぇのす. ′っ ぉにかけ くう けょくけゅけ しさにゃぇ さっこっすうちうえ うい-いぇ すった-
くうつっしおうた うかう おぇおうた-すけ ょさせゅうた こさけぉかっき, う けすょっかぬくけっ しこぇしうぉけ すっき, 
おすけ いぇくうきぇかしは いゃせおけき ゃけ ゃさっきは ゃにしすせこかっくうは – つうしすけ けすさぇぉけすぇかう, くっ 
ぉにかけ しぉけっゃ ぇここぇさぇすせさに, おけすけさにっ つぇしすけ こさうゃけょはす ゃ さぇしすっさはくくけしすぬ 
せつぇしすくうおけゃ. 

》けすは おけくおせさしに ╉╁′ けしすぇかうしぬ すさぇょうちうけくくにきう, おけきぇくょに ゃにてかう くぇ くけ-
ゃにえ せさけゃっくぬ. 〉つぇしすくうおう いぇぉけすうかうしぬ う けぉ ねしすっすうつっしおけき ゃこっつぇすかっくうう けす 
しゃけっゅけ ゃにたけょぇ, ぉにかう ゃ おけきぇくょくけえ そけさきっ. 

]ぇきぇは ゅかぇゃくぇは こけきけとぬ ょかは おけきぇくょ – ねすけ うた ぉけかっかぬとうおう. 〉 おぇあょけえ 
ておけかに ぉにかぇ きけとくぇは ゅさせここぇ こけょょっさあおう, おけすけさせの くぇき くぇ しちっくっ ぉにかけ 
けすかうつくけ しかにてくけ. ‶さうはすくけ, つすけ くぇ こさけてっょてうた うゅさぇた うい いぇかぇ くっ こさけ-
いゃせつぇかけ くう けょくけゅけ くっゅぇすうゃくけゅけ ゃにおさうおぇ ゃ しすけさけくせ つせあけえ おけきぇくょに. 
【おけかぬくうおう せゃぇあうすっかぬくけ けすくけしうかうしぬ お ゃにしすせこかっくうはき ゃしった せつぇしすくうおけゃ 
う ぇこかけょうさけゃぇかう ゃしっき しきってくにき てせすおぇき, ゃくっ いぇゃうしうきけしすう けす すけゅけ, おすけ 
ぉにか うた ぇゃすけさけき. 

 ′っきぇかけゃぇあくけ, つすけ ゃ ねすけき ゅけょせ こけきうきけ おせぉおぇ くぇき ゃさせつぇかう ょっくっあくにっ 
こさういに, けつっくぬ こさうはすくけ こけかせつうすぬ すぇおけっ ゃけいくぇゅさぇあょっくうっ いぇ しゃけう すさせょに. 

╉╁′ – ねすけ うゅさぇ, ゃ おけすけさけえ っしすぬ こけぉっょうすっかう う こけぉっあょひくくにっ, こっさゃにた 
ゃすけさにっ くっ しせょはす. ′っかぬいは けぉしせあょぇすぬ う ょっえしすゃうは あのさう, っしかう うき ょけゃっさうかう 
しせょうすぬ うゅさせ, いくぇつうす, けくう こさけそっししうけくぇかに う いくぇのす しゃけひ ょっかけ. ┿ っとひ ╉╁′ 
– ねすけ うゅさぇ ょかは ゃっしひかにた う くぇたけょつうゃにた, ぇ っしかう きに すぇおうっ, すけ う いぇおぇくつうゃぇすぬ 
くせあくけ ゃっしっかけ. 
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╃[╄╁′¨]〈╇
22:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿
23:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠
0:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ
1:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ
2:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇
3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄
4:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′
5:00 ╃ / ]  ‶ ╊ ┿ ] 〈 ╇ 』 ╄ ] ╉ ┿ ぅ  》 ╇ [ 〉 [ ╂ ╇ ぅ  ╁ 

╃[╄╁′¨]〈╇

6:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿

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

8:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ

9:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

13:00 ╃ / ]  ‶ ╊ ┿ ] 〈 ╇ 』 ╄ ] ╉ ┿ ぅ  》 ╇ [ 〉 [ ╂ ╇ ぅ  ╁ 

╃[╄╁′¨]〈╇

14:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿

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

16:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ

17:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ

18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╄[╃╇

21:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

22:00 ╃/《 [┿]‶〉〈╇′: ╃をぅ╁¨╊ ╁¨ ‶╊¨〈╇

23:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

0:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

1:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

2:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╄[╃╇

5:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

6:00 ╃/《 [┿]‶〉〈╇′: ╃をぅ╁¨╊ ╁¨ ‶╊¨〈╇

7:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

8:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

9:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╄[╃╇

13:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

14:00 ╃/《 [┿]‶〉〈╇′: ╃をぅ╁¨╊ ╁¨ ‶╊¨〈╇

15:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

16:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

17:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ 』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨

21:00 ╃/《 ]╇╊┿ 》╊╄╀┿

22:00 ╃/《 〉┿╈╄〈〈 ぁ[‶

23:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]

6.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》
6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30, 18.30 〈/] «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»
12.00 》/《 «ぅ 〈╄╀ぅ ′╄′┿╁╇╅〉»
13.35 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
14.00 〈/] «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╃¨╉〈¨[┿ ]╄╊╇-

╁┿′¨╁¨╈»
21.00 «╉┿╉ 〉╀╇〈を ‶┿[〉»
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «╅〉[┿╁〉【╉┿»
01.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
7.00, 04.30 «╋¨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 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╃¨╉〈¨[┿ ]╄╊╇-

╁┿′¨╁¨╈»
21.00 «╀╊¨′╃╇′╉╇ ╁ ╆┿╉¨′╄»
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «╁╄]を╄╂¨′]╉┿ぅ ╁¨╊』╇『┿»
01.45 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.50 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30, 18.30 〈/] «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»
12.00 》/《 «╁╄]を╄╂¨′]╉┿ぅ ╁¨╊』╇『┿»
14.00 «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»
15.00 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╃¨╉〈¨[┿ ]╄╊╇-

╁┿′¨╁¨╈»
21.00 «╁╄]╄╊｠╄ ╋〉╅』╇′｠»
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «╃╄′を ]╁┿╃を╀｠ ‶[╇╃╄〈]ぅ 〉〈¨』′╇〈を»
01.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.30 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
7.00, 15.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30, 18.30 〈/] «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»
12.00 》/《 «╉┿[┿′〈╇′»
13.35 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
14.00 〈/] «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╃¨╉〈¨[┿ ]╄╊╇-

╁┿′¨╁¨╈»
21.00 «′╄╆╁┱╆╃′¨╄ ╃╄〈]〈╁¨»
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «』╇]〈¨╄ ′╄╀¨»
01.45 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.40 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.25 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

7.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿ ‶[┿╁¨ ╀｠〈を ¨〈『¨╋»

8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 》/《 «╉¨]╁╄′′｠╄ 〉╊╇╉╇»

18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 》/《 «‶]╇》¨‶┿〈╉┿»

22.15 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╊┿╁╇′┿»

01.40 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.30 «′╄ ¨〈[╄╉┿ぃ〈]ぅ ╊ぃ╀ぅ»

5.55 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.25 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.00 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

7.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

8.00 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

9.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╉[〉╅╄╁┿»

17.10 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.25 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

18.45 «╂¨[¨╃]╉┿ぅ ╃〉╋┿. 》[¨′╇╉┿, ╃╄╊┿, ╊ぃ╃╇»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 〈/] «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»

23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «¨′┿ ╁┿] ╊ぃ╀╇〈»

01.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╄〈╇ ╋¨╄╈ ]╄]〈[｠»

03.10 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

04.05 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»

7.00 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

7.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «¨′┿ ╁┿] ╊ぃ╀╇〈»

9.15 ╉¨╋╄╃╇╈′¨╄ 【¨〉 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

10.00 «╉〉》′ぅ»

10.30 ╃¨╉〉╋╄′〈┿╊を′｠╈ 『╇╉╊ «¨〈『｠ ╇ ╃╄〈╇»

11.30 ╃¨╉〉╋╄′〈┿╊を′｠╈ 『╇╉╊ «《┿╋╇╊を′｠╈ 

╃¨╋»

12.00 》/《 «╉[╄]〈′｠╈ ¨〈╄『»

15.35 》/《 «╉[╄]〈′｠╈ ¨〈╄『 - 2»

19.45 》/《 «╉[╄]〈′｠╈ ¨〈╄『 - 3»

23.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

23.25 ‶¨╂¨╃┿

23.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╅╄′】╇′｠»

01.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╄〈╇ ╋¨╄╈ ]╄]〈[｠. ‶¨╄╆╃╉┿ ′┿ 

╊｠╅′｠╈ ╉〉[¨[〈»

03.25 ╉¨╋╄╃╇╈′｠╈ ]╄[╇┿╊ «╊┿╊¨╊┿»

04.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╈ ]╄[╇┿╊ «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 12.00 ]╄╈』┿]
8.30 》/《 «╆╁¨′ぅ〈, ¨〈╉[¨╈〈╄ ╃╁╄[を»
9.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
12.30 》/《 «╆╄[╉┿╊¨ 〈[╄]′〉╊¨»
14.35 ╃/] «╉┿╊╄′╃┿[を ‶[╇[¨╃｠»
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 ╃/] «╅╇╆′を ╁ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁を╄»
15.55 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]. ]¨[¨╉╇′¨╈ ╇ ┿. 

╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╁╄╉┿»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇»
22.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
23.25 ╃/《 «‶╄〈╄[╀〉[╂. ‶¨[〈[╄〈｠. ′╇′┿ 〉[╂┿′〈»
00.15 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.20 》/《 «┿╋┿╃╄╈»
04.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 12.00 ]╄╈』┿]
8.30 》/《 «╀╄╂]〈╁¨ ╋╇]〈╄[┿ ╋┿╉-╉╇′╊╇»
11.30 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.00 》/《 «¨‶┿]′｠╄ ╂┿]〈[¨╊╇»
14.45 ╃/] «╉┿╊╄′╃┿[を ‶[╇[¨╃｠»
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 ╃/] «╅╇╆′を ╁ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁を╄»
15.55 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]. ]¨[¨╉╇′¨╈ ╇ ┿. 

╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇»
22.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
23.25 》/《 «》¨╊¨╃′｠╈ ‶¨〈»
01.20 》/《 «]‶┿[〈┿╉»
05.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 12.00 ]╄╈』┿]
8.30 》/《 «╃¨╀[¨╁¨╊を『｠»
10.15 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
11.20 ╃/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╄ ¨]を╋╇′¨╂┿»
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.00 》/《 «╁╄]′┿ ′┿ ¨╃╄[╄»
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 ╃/] «╅╇╆′を ╁ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁を╄»
15.55 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]╁╄〈╊┿′｠ ]¨[¨╉╇′¨╈ 

╇ ┿′╃[╄ぅ ╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇»
22.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
23.30 》/《 «╁¨╃¨‶┿╃ ┿′╂╄╊┿»
01.45 》/《 «》¨╊¨╃′｠╈ ‶¨〈»
03.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

5.55 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
9.10 》/《 «╀┿╊〈╇╈]╉¨╄ ′╄╀¨», 1 ]╄[╇ぅ
10.55 〈¨[╅╄]〈╁╄′′¨-〈[┿〉[′┿ぅ 『╄[╄╋¨′╇ぅ ╁¨╆-

╊¨╅╄′╇ぅ ╁╄′╉¨╁ ′┿ ‶╇]╉┿[╄╁]╉¨╋ 
╋╄╋¨[╇┿╊を′¨╋ ╉╊┿╃╀╇】╄ 

11.35 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
12.00, 15.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╀┿╊〈╇╈]╉¨╄ ′╄╀¨», 2 ]╄[╇ぅ
14.10 〈/] «╊╄′╇′╂[┿╃»
15.30 〈/] «╊╄′╇′╂[┿╃»
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇»
22.30 》/《 «╂¨[ぅ』╇╈ ]′╄╂»
00.40 》/《 «┿〈｠-╀┿〈｠, 【╊╇ ]¨╊╃┿〈｠»
02.20 》/《 «╁¨╃¨‶┿╃ ┿′╂╄╊┿»
04.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 》/《 «╀╄╆｠╋ぅ′′┿ぅ ╆╁╄╆╃┿»
11.05 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╃╁╄ ]〈[¨』╉╇ ╋╄╊╉╇╋ 【[╇《〈¨╋»
14.20 〈/] «╄[╋┿╉»
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]. ]¨[¨╉╇′¨╈ ╇ ┿. 

╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/《 «¨ ╁╉〉]′¨╈ ╇ ╆╃¨[¨╁¨╈ ‶╇】╄»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇»
23.00 》/《 «〈┿╈′┿ «』╄[′｠》 ╃[¨╆╃¨╁»
00.55 》/《 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋┿[]╄╊╄»

03.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃/] «╊〉』【╄╄ ╇╆ ╂¨╊╊╇╁〉╃┿ ╁╋╄]〈╄ ] 〈┿╀¨╋ 

》┿′〈╄[¨╋»

7.00 ╃/《 «]‶┿]╄′╇╄ ╉╇〈¨╁»

8.00 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.45 》/《 «[〉]╊┿′ ╇ ╊ぃ╃╋╇╊┿»

11.10 》/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╉╁╄′〈╇′┿ ╃¨[╁┿[╃┿, 

]〈[╄╊╉┿ ╉¨[¨╊╄╁]╉¨╈ ╂╁┿[╃╇╇»

13.05 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

14.05 』╄╊¨╁╄╉, ╆╄╋╊ぅ, ╁]╄╊╄′′┿ぅ

15.05 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇ ] ′╇╉¨╊┿╄╋ 

]╁┿′╇╃╆╄

16.00 ]╄╈』┿]

16.25 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

20.35 》/《 «¨〈╁╄〈′｠╈ 》¨╃»

22.15 》/《 «╆┿]〈┿╁┿ ╁ ╂¨[┿》»

00.20 》/《 «┿′╂╊╇╈]╉╇╈ ‶┿『╇╄′〈»

03.20 》/《 «╋╄[〈╁╄『 ╇╃╄〈»

05.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃/] «╊〉』【╄╄ ╇╆ ╂¨╊╊╇╁〉╃┿»
7.00 ╃/《 «╅╇╁¨〈′｠╈ ╋╇[: ╀〉╃を ╆╁╄[╄╋»
8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.30 》/《 «]〈┿[┿ぅ, ]〈┿[┿ぅ ]╉┿╆╉┿»
10.05 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄»
11.05 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
12.05 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨
12.55 ╁ ′┿【〉 ╂┿╁┿′を ╆┿》¨╃╇╊╇ ╉¨[┿╀╊╇...
13.55 ╁]〈[╄』╇ ′┿ ╋¨》¨╁¨╈
15.00 ╃/《 «′┿╄╃╇′╄ ] ‶[╇[¨╃¨╈»
15.35 》/《 «¨╃╇]]╄ぅ ╉┿‶╇〈┿′┿ ╀╊┿╃┿»
18.30 ╂╊┿╁′¨╄
19.30 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋
19.35 ╃/《 «╊╄′╇′. 〈┿╈′┿ ′╄′┿‶╇]┿′′¨╈ ╀╇¨-

╂[┿《╇╇»
20.40 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋
21.30 》/《 «]¨〈[〉╃′╇╉ 』╉»
23.35 》/《 «]╊〉╅╇〈╄╊╇»
01.20 》/《 «╀〉╊を╁┿[ ]┿′]╄〈»
03.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.50 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]〈┿╋╀〉╊を]╉╇╈ 〈[┿′╆╇〈»
12.10 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI. ╋╄]〈¨ ‶[╄]〈〉‶╊╄′╇ぅ ╊┿]-╁╄╂┿]»
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 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿. ╊╄╃ぅ′｠╄ ¨╀‒ぅ〈╇ぅ»
01.45 》/《 «┿╁┿[╇ぅ»
03.20 》/《 «╀[¨╃ぅ╂┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «┿╁┿[╇ぅ»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI. ╋╄]〈¨ ‶[╄]〈〉‶╊╄′╇ぅ ╊┿]-╁╄╂┿]»
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 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.50 〈/] «╇】╄╈╉┿»
05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 ╀¨╄╁╇╉ «╃╁¨╈′¨╈ ¨╀╂¨′»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI. ╋╄]〈¨ ‶[╄]〈〉‶╊╄′╇ぅ ╊┿]-╁╄╂┿]»
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 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╅〉╊╇╉╇»
12.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI. ╋╄]〈¨ ‶[╄]〈〉‶╊╄′╇ぅ ╊┿]-╁╄╂┿]»
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 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
01.50 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 ╀¨╄╁╇╉ «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╈ ¨〈╃╄╊»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI. ╋╄]〈¨ ‶[╄]〈〉‶╊╄′╇ぅ ╊┿]-╁╄╂┿]»
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 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.20 «‶[╄╃‶[╇′╇╋┿〈╄╊を»

9.20 》/《 «╊¨╁〉【╉┿ ╃╊ぅ ¨╃╇′¨╉¨╂¨ ╋〉╅』╇′｠»

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

』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 》/《 «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′′¨╂¨ ╋┿]【〈┿╀┿»

16.30 ╃[┿╋┿ «┿╋╄[╇╉ぁ′ ╀¨╈»

18.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «]╁¨╀¨╃′┿ぅ ]〈[┿′┿»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.30 ╀¨╄╁╇╉ «]╁¨╀¨╃′┿ぅ ]〈[┿′┿»

03.30 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»

6.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.15 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╅╄′┿ ‶¨ ╉¨′〈[┿╉〈〉»

11.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «╃┿【┿ ╁┿]╇╊を╄╁┿. ╊ぃ╀╇〈╄╊を-

′╇『┿ 』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿. ぁ〈┿ ╂¨[を╉┿ぅ 

]╊┿╃╉┿ぅ ╋╄]〈を»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′′¨╂¨ ╋┿]【〈┿╀┿»

16.30 ╃[┿╋┿ «╉┿[┿〉╊»

18.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

19.00 〈[╇╊╊╄[ «╊┿╁╇′┿»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.35 〈[╇╊╊╄[ «╊┿╁╇′┿»

03.30 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»

¨
》
¨
〈
┿

╇

[
｠
╀
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╊
╉
┿

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

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

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

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

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

6:25 ╃¨[┿╃┿ – ╉¨[¨╊╄╁┿ ][╄╃╇╆╄╋′¨╋¨[をぅ
7:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
8:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
8:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
9:20 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
10:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
11:00 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
13:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
13:35 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
14:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
14:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
15:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:55 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
16:10 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
16:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
17:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
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ÇÀÕÂÀÒÛÂÀÞÙÈÉ ÏÅÊÈÍ
╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

Ñ[╄╃╇′′¨╄ ちぇさしすゃけ – すぇお くぇいにゃぇのす おうすぇえちに しゃけの しすさぇくせ. ′ぇいゃぇくうっ こけ-
てかけ けす すけゅけ, つすけ おけゅょぇ-すけ おうすぇえちに さうしけゃぇかう くぇ おぇさすっ しゃけひ ゅけしせょぇさしすゃけ 

こけしっさっょうくっ ╆っきかう. ╁しひ つすけ ういゃっしすくけ け しけゃさっきっくくけき ╉うすぇっ けつっくぬ こさけすうゃけさっつう-
ゃけ. ╁けす, つすけ せゃうょっかぇ は, こけぉにゃぇゃ すぇき くぇ ′けゃにえ ゅけょ.

«]っゃっさくぇは しすけかうちぇ» – すぇお おうすぇえちに 
くぇいにゃぇのす ‶っおうく. ]すけかうちぇ – しけしさっ-
ょけすけつうっ くぇせおう, ねおけくけきうおう, こけかうすう-
おう. ‶け くぇしっかひくくけしすう – 11 きうかかうけくけゃ 
あうすっかっえ. 

╇しすけさうは ‶っおう-
くぇ くぇつうくぇっすしは しけ 
ゃすけさけゅけ すにしはつっかっ-
すうは ょけ くぇてっえ ねさに 
– うきっくくけ すけゅょぇ 
ぉにかけ いぇそうおしうさけ-
ゃぇくけ こっさゃけっ せこけ-
きうくぇくうっ けぉ ねすけえ 
いっきかっ. ╃ぇ-ょぇ, ねすけ 
くぇしすけかぬおけ ょさっゃくうえ 
ゅけさけょ! ¨しくけゃぇく あっ 
けく ぉにか ゃ 1260 ゅけょせ 
すぇすぇさけ-きけくゅけかぇきう, 
おけすけさにっ いゃぇかう っゅけ 
》ぇくぉぇかにお. ╆ょっしぬ 
しけたさぇくうかぇしぬ ぇさたう-
すっおすせさぇ ょぇゃくけ こさけ-
てっょてうた ゃっおけゃ, しすぇ-
さうくくにっ せいっくぬおうっ 
せかけつおう う しぇきけぉにす-
くにっ ょゃけさうおう. ╇く-
すっさっしくけ, つすけ せ くうた 
っしすぬ しゃけう くぇいゃぇくうは. ╉ぇお ゃぇき, くぇこさう-
きっさ, すぇおけっ – «]つぇしすかうゃにえ こっさっせかけお» 
うかう «‶っさっせかけお せょぇつう»? 』せすぬ きっくっっ 
こけねすうつくにっ くぇいゃぇくうは «‶さけたけょ たさういぇく-
すっき», «‶っさっせかけお あぇさっくにた ぉけぉけゃ». ‶っ-
さっせかおう いけゃせすしは たせすせくぇきう, ぇ ょゃけさうおう – 
ねすけ «しうたねのぇくぬ». ‶けこかせすぇすぬ こけ たせすせくぇき 
– いくぇつうす けおせくせすぬしは ゃ こさけてかけっ ╉うすぇは. 
╋けあくけ こさけしすけ ぉさけょうすぬ こけ くうき う ゃょに-
たぇすぬ ぇさけきぇす ょさっゃくけしすう… ╇くすっさっしくけ, 
つすけ たせすせくに さぇしこけかけあっくに くっ ぇぉに おぇお, 
ぇ こけ そっくてせの. ′っおけすけさにっ うい くうた うきっのす 
ゃけさけすぇ. ╄しかう こけゃっいひす, う ゃけさけすぇ ゃ こっさっ-
せかけお ぉせょせす けすおさにすに, ゃに きけあっすっ せゃう-
ょっすぬ しうたねのぇくぬ. ╃ゃけさうおう, しこかっすひくくにっ 
う しゃはいぇくくにっ きっあょせ しけぉけえ, しけたさぇくうかう 
しゃけの しぇきけぉにすくけしすぬ う けさうゅうくぇかぬくけしすぬ. 
XX ゃっお くぇ くうた こけつすう くっ こけゃかうはか. ]っえ-
つぇし ゃけ ょゃけさうおぇた あうゃひす けおけかけ つっすゃっさすう 
こっおうくちっゃ. 』すけぉに せゃうょっすぬ たせすせく, ゃぇき 
くっ こさうょひすしは ょけかゅけ たけょうすぬ こけ ‶っおうくせ ゃ 
こけうしおぇた. ╆ぇぉさっょうすっ ゃ しすぇさせの つぇしすぬ ゅけ-
さけょぇ う かのぉせえすっしぬ うきう たけすぬ ゃっしぬ ょっくぬ. 
╆ぇけょくけ せゃうょうすっ ぉっしこかぇすくにっ ょけしすけこさう-
きっつぇすっかぬくけしすう – ╉けかけおけかぬくせの う ╀ぇさぇ-
ぉぇくくせの ぉぇてくう. 

¨ょくぇおけ ‶っおうく – ねすけ くっ すうたうえ ゅけさけ-
ょけお, ぇ こけつすう いぇこぇょくにえ てせきくにえ きっゅぇ-
こけかうし し ゃにしけおうき すっきこけき ょゃうあっくうは. 
¨しきけすさっすぬ ょぇあっ つぇしすぬ ‶っおうくぇ こっておけき 
ぉせょっす けつっくぬ せすけきうすっかぬくけ, くぇ ぇゃすけ-
ぉせしぇた っいょうすぬ っとひ たせあっ. ╉ぇお ゃぇさうぇくす, 
きけあくけ しこせしすうすぬしは ゃ きっすさけ. ′け しすぇくちうえ 
きぇかけ. 〈ぇおしう ょかは すった, おすけ ゅけすけゃ いぇこかぇ-
すうすぬ ょっくぬゅう いぇ せょけぉしすゃけ, きけあくけ かっゅおけ 
くぇえすう せ ぇゃすけぉせしくけえ けしすぇくけゃおう うかう くぇ 
あっかっいくけょけさけあくけえ しすぇくちうう. ╄しすぬ う すぇ-
おけえ ゃにたけょ: ぉっさうすっ くぇこさけおぇす ゃっかけしう-
こっょ. ぁすぇ すぇおぇは しゃけぉけょぇ こっさっきっとっくうは!

〈〉[╇]〈¨╁ ]¨ ╁]╄╂¨ ╋╇[┿ 
╁╊╄』┱〈 ╉ ]╄╀╄ 

╁╄╊╇╉┿ぅ ╉╇〈┿╈]╉┿ぅ ]〈╄′┿
』すけぉに かうちっいさっすぬ っひ, くせあくけ つせすぬ 

こさけったぇすぬ けす ‶っおうくぇ くぇ しっゃっさ. ╉うすぇえ-
しおぇは しすっくぇ こさけかっ-
ゅぇっす くっ こけ しけゃさっ-
きっくくにき ゅさぇくうちぇき. 
]かせあうかぇ けくぇ ょかは 
いぇとうすに しすさぇくに. ╁ 
しすっくっ ぉにかう けょくう-
っょうくしすゃっくくにっ ゃけ-
さけすぇ. ′うおすけ うい つせ-
あっしすさぇくちっゃ くっ きけゅ 
こさけえすう ぉっい さぇいさっ-
てっくうは, ぇ っゅけ こけかせ-
つっくうは こさうたけょうかけしぬ 
あょぇすぬ きっしはち. ╁ 
うしすけさうう けすきっつっくけ 
すさう ねこけたう, おけゅょぇ 
しすさけうかう しすっくせ, こけ-
しかっょくはは けすくけしうすしは お 
XIV-XVI ゃっおぇき. ]っえ-
つぇし おぇあょにえ あっかぇの-
とうえ きけあっす こけしきけ-
すさっすぬ くぇ おうさこうつくせの 
ゅさぇくうちせ. ╋けあくけ こけ-

こさけぉけゃぇすぬ ゃしおぇさぇぉおぇすぬしは くぇ くっひ. ╃っかけ 
ゃ すけき, つすけ ねすけ くっ すぇおぇは きけくけかうすくぇは しすっ-
くぇ, おぇお くぇき こさっょしすぇゃかはっすしは. ╁ くっえ こさけ-
させぉかっくに しすせこっくう. ╇た け-け-けつっくぬ きくけゅけ, 
う けくう すけ こけょくうきぇのすしは, すけ けこせしおぇのすしは. 
〈け っしすぬ しすさけゅけ けこさっょっかひくくけえ ゃっさてうくに 
くっす – いぇすけ っしすぬ ぉぇてくう. ╉ぇさぇぉおぇすぬしは けす 
けょくけえ お ょさせゅけえ ょけゃけかぬくけ せゃかっおぇすっかぬ-
くけっ いぇくはすうっ. ╇ っとひ: っしかう こけょくうきっすっしぬ 
くぇ けこさっょっかひくくけっ おけかうつっしすゃけ きっすさけゃ, 
ゃぇき ゃさせつぇす しこっちうぇかぬくにえ しっさすうそうおぇす. 
╇くすっさっしくけ, つすけ ょさっゃくうっ おうすぇえちに こさう 
ゃけいゃっょっくうう しすっくに ょかは いぇおさっこかっくうは 
おうさこうつっえ くっ うしこけかぬいけゃぇかう ゅかうくせ. ╄ひ 
しすさけうすっかはき いぇきっくはか… さうし, しゃぇさっくくにえ 
う さぇいぉぇゃかっくくにえ ゃけょけえ. ╁っかうおぇは おう-
すぇえしおぇは しすっくぇ はゃかはっすしは くぇちうけくぇかぬくにき 
こぇきはすくうおけき しすさぇくに. ] 1987 ゅけょぇ ねすぇ 
ょけしすけこさうきっつぇすっかぬくけしすぬ くぇたけょうすしは こけょ 
ねゅうょけえ ぃ′╄]╉¨.

╆┿‶[╄〈′｠╈ ╂¨[¨╃
╁ おうすぇえしおけえ しすけかうちっ っしすぬ ╆ぇこさっすくにえ 

ゅけさけょ. ╁けいゃっょひくくにえ ゃ XIV-XV ゃっおぇ, けく 
こはすぬしけす かっす はゃかはかしは うきこっさぇすけさしおうき 
ゅけさけょけき. ¨ぉにつくにき あうすっかはき ゃたけょ しのょぇ 
ぉにか しすさけゅけ いぇこさっとひく. ╇ こけくにくっ «╂けさけょ 
ゃ ゅけさけょっ» けすゅけさけあっく しすっくぇきう, う たさぇ-
くうす ゃ しっぉっ ゃっかうつうっ う すぇうくしすゃっくくけしすぬ 
こさけてかにた ゃっおけゃ. ‶けこぇしすぬ ゃ くっゅけ きけあくけ 
つっさっい ゅかぇゃくにっ ゃけさけすぇ うかう つっさっい すさけっ 
ょさせゅうた. ╁さけょっ ぉに こっさったけょうてぬ すけかぬおけ 
ゃけさけすぇ, ぇ おぇあっすしは – こっさったけょうてぬ ゅさぇ-
くうちせ ゃっおけゃ. ′っけぉにつくぇは ぇさたうすっおすせさぇ 
さぇょせっす ゃいゅかはょ. ┿ いょぇくうっ 〈ぇえたねょはくぬ 
(こっさっゃけょうすしは おぇお «╁にしてっえ ゅぇさきけくうう») 
ぉにかけ ゃ しゃけひ ゃさっきは しぇきにき ゃにしけおうき ゃ 
ゅけさけょっ, うしおかのつぇは こぇゅけょに. ╁ 〈ぇえたねょはくぬ 
うきこっさぇすけさ こさうくうきぇか ゅけしすっえ う しゃけうた しけ-
ゃっすくうおけゃ.

》[┿╋ ′╄╀┿ 〈ぅ′を〈┿′を
╇いにしおぇくくぇは こぇゅけょぇ ゃけいゃっょっくぇ ゃ すせ あっ 

ねこけたせ, つすけ う うきこっさぇすけさしおうえ ゅけさけょ. [ぇくぬ-
てっ けくぇ くけしうかぇ くぇいゃぇくうっ ′っぉぇ う ╆っきかう. 
‶けねすけきせ けくぇ しかけゃくけ さぇいょっかっくぇ くぇ ′っぉけ 
う ╆っきかの: くぇ のゅっ けおさせゅかぇは こけしすさけえおぇ, くぇ 
しっゃっさっ – おゃぇょさぇすくぇは. ] XVI ゃっおぇ しせとっ-
しすゃせっす たさぇき ╆っきかう, こけねすけきせ くぇいゃぇくうっ 
ぉにかけ ういきっくっくけ.

╇しすけさうつっしおうえ さっかうゅうけいくにえ こぇきはすくうお 
》さぇき ′っぉぇ さぇしこけかけあっく さはょけき し ぉぇいぇさけき 
》せく-ちはけ. [せししおうっ ょぇかう っきせ ぉけかっっ きっかけ-
ょうつくけっ くぇいゃぇくうっ – ╅っきつせあくにえ, すぇお おぇお 
いょっしぬ ょさぇゅけちっくくにっ おぇきくう こさけょぇのすしは ゃ 
ういけぉうかうう.

【¨‶‶╇′╂ ╁ ‶╄╉╇′╄
╉ぇお う ゃ ちっかけき ゃ ╉うすぇっ, ゃ ‶っおうくっ けぉう-

かうっ すけゃぇさけゃ こけ くうい-
おうき ちっくぇき. ‶けねすけきせ 
こけぉにゃぇすぬ ゃ ‶っおうくっ 
う くっ しけゃっさてうすぬ こけ-
おせこおう こけいゃけかうすっかぬ-
くけ すけかぬおけ しゃっさたいぇ-
くはすにき かのょはき. ┿ ょかは 
こさっおさぇしくけえ こけかけ-
ゃうくに つっかけゃっつっしすゃぇ 
いょっしぬ こさけしすけ すけさ-
ゅけゃにえ さぇえ. ╂かぇゃくけっ 
こさぇゃうかけ: くっ おうょぇすぬ-
しは くぇ ゃしひ う しさぇいせ, ぇ 
いぇさぇくっっ こさうおうくせすぬ, 
つすけ ゃぇき くせあくけ.

] ょぇゃくうた ゃさっきひく 
すけさゅけゃけえ せかけつおけえ 
ゃ ‶っおうくっ しつうすぇっすしは 
╁ぇくそせちいうく. ‶け くっえ 
くっ たけょうす すさぇくしこけさす. ╁ ‶っおうくっ くっしおけかぬおけ 
すけさゅけゃにた さぇえけくけゃ, きくけあっしすゃけ さにくおけゃ, 
きくけゅけねすぇあくにた すけさ-ゅけゃにた おけきこかっおしけゃ う 
きぇゅぇいうくつうおけゃ. ╋けあくけ ゃにょっかうすぬ しこっちう-

ぇかぬくけ ょっくぬ-ょゃぇ くぇ てけここうくゅ, きけあくけ しけ-
ゃきっしすうすぬ こけたけょ こけ きぇゅぇいうくぇき し けしきけすさけき 
おさぇしうゃにた きっしす.

╁ ╉うすぇっ けつっくぬ さぇしこさけしすさぇくひくくけっ くぇ-
いゃぇくうっ すけさゅけゃにた おけきこかっおしけゃ いゃせつうす, おぇお 
くう しすさぇくくけ, こけ-させししおう «╃させあぉぇ». ╄しすぬ 
«╃させあぉぇ» う ゃ ‶っおうくっ. ぁすけ けつっくぬ ぉけかぬ-
てけえ すけさゅけゃにえ ちっくすさ. 

》けすうすっ おせこうすぬ くぇすせさぇかぬくにえ てひかお? ╆ぇ-
ゅかはくうすっ くぇ 【ひかおけゃにえ [にくけお ]のてせえ. ¨く 
さはょけき し «╃させあぉけえ». 

╉ゃぇさすぇか ]ぇくぬかうすせくぬ ょかは すった, おすけ 
たけつっす う ゃ ╉うすぇっ あうすぬ し てうおけき. ╋ぇ-
ゅぇいうくに, すぇお あっ おぇお けすっかう う おぇそっ, すせす 
ょけさけゅうっ. 

╉けくっつくけ, くうおぇお くっ けぉけえすうしぬ ぉっい しせゃっ-
くうさけゃ. ╃かは ねすけゅけ ゃぇき くせあくけ こけこぇしすぬ ゃ 
さぇえけく ╊のかうつぇく. ╃ぇあっ こさけしすけ ゅせかはすぬ こけ 
くっきせ うくすっさっしくけ. ╆ょっしぬ きけあくけ せゃうょっすぬ 
きくけあっしすゃけ しすぇさうくくにた ゃっとっえ. [はょけき し 
ねすうき おゃぇさすぇかけき ょさせゅぇは すけさゅけゃぇは せかうちぇ, 
くぇ おけすけさけえ きけあくけ, くぇゃっさくけっ, くぇえすう ゃしひ, 
つすけ ょせてっ せゅけょくけ.

╁ けぉとっき, ‶っおうく けつっくぬ うくすっさっしくにえ ゅけ-
さけょ: いょっしぬ おぇあょにえ くぇえょひす つすけ-すけ ょかは 
しっぉは. ‶さう ねすけき おうすぇえちに けつっくぬ ゅけしすっ-
こさううきくに う かのぉけいくぇすっかぬくに, きくけゅうっ 
いくぇのす させししおうえ はいにお. ╄ょうくしすゃっくくけっ くっ-
せょけぉしすゃけ – ゃにたけょ ゃ ╇くすっさくっす しうかぬくけ 

けゅさぇくうつっく こさぇゃうすっかぬしすゃけき, ぇ おかぇゃうぇ-
すせさに すけかぬおけ くぇ おうすぇえしおけき. ′け ねすけ ゃさはょ 
かう うしこけさすうす ゃこっつぇすかっくうっ けす こさっおさぇし-
くけゅけ ゅけさけょぇ.
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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
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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
• ╉ゃぇさすうさに (しせすおう, つぇし). 8-909-
00-90-450.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇゅぇいうく ゃ ぇさっくょせ, 65 き2, 
8-922-10-64-050.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 
13, 5/10, 39,6/20/9,6, ち. 1780 す.さ. 
8-912-28-56-702.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., 58 き2, 9/10, きおさく 
[ぇょせあくにえ, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 13. 『. 
2400 す.さ. 8-908-63-69-049.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 
12ぇ, 5/5, おうさこ., おけきくぇすに ういけか. 
╇かう こけきっくはの. [ぇししきけすさの ゃしっ 
ゃぇさうぇくすに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• [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. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-922-18-09-853.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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 20000 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨たさぇくくうお, さぇぉけすぇ ゃ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅっ (さ-く ╅╀╇), くぇかうつうっ かうちっく-
いうう. 8-908-91-61-128, (343) 372-
95-75, 372-95-89.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し か/ぇ くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ, ゅうぉおうえ ゅさぇそうお. 8-922-12-
39-834.

[╄╉╊┿╋┿

• 《ぇさきぇちっゃす ゃ ぇこすっおせ, ゅ. ╀っ-
さっいけゃしおうえ, けこかぇすぇ ょけしすけえくぇは. 
8-922-22-88-408, 361-13-51.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し ╂┿╆っかぬの, 6,5 さ/
おき. 8-922-60-29-777.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すさけうすっかぬくけえ けさゅぇくういぇちうう 
すさっぉせっすしは きっくっょあっさ こけ いぇ-
おせこおぇき しけ いくぇくうっき ぇくゅか. はいにおぇ. 
alstroyplast@mail.ru, 378-96-27, 
268-12-56.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂か. きぇさおてっえょっさ (くぇ けすおさに-
すにっ ゅけさくにっ さぇぉけすに), きぇさおてっえ-
ょっさ, いぇき. ゅかぇゃくけゅけ うくあっくっ-
さぇ (こけ けたさぇくっ すさせょぇ う すったくうおっ 
ぉっいけこぇしくけしすう). 〉か. ╂ぇゅぇさうくぇ, 20. 
4-80-06.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ "╁っかっし" すさっぉせのすしは いぇ-
おさけえとうおう, てゃっう (すさうおけすぇあ). 
8-965-51-13-310 (]っさゅっえ), 8-965-53-
05-202 (╁うおすけさうは).

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ ゃ すぇおしう くぇ くけゃせの 
"′っおしうの", ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ. 8-922-20-
59-962, ]っさゅっえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨たさぇくくうお, かうちっくいうは. 4-61-05.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁にゃっしおう, すぇぉかうつおう, ょけしおう. 
8-922-29-63-741.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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
• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けいぇ し おけいかはすぇきう. 3-11-85.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋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. 8-963-27-32-363.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╁┿╆-21093, 2002 ゅ.ゃ. 8-922-20-
59-962, ]っさゅっえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆-2107, 2007 ゅ.ゃ. 8-912-63-
24-394.

[╄╉╊┿╋┿

¨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

23 みせうあちみ 

óïäÜ¿Ö　ñöï　 1 ÇÜÑ,
¡í¡ Öñö ï Öí½ó 

ぃ╅『¨》《╇《‶ 

╆としみさあこ ぃあちけたそうせふ.

ず0ßó½, äÜ½Öó½, ï¡Üëßó½.
とöÜ £Öí¿ ññ, äÜ½　Öóöñ 
ÑÜßë▲½ ï¿ÜçÜ½.

ぢ¿ñ½　ÖÖó¡

╂╉ "《かぇゅきぇく"
しさけつくけ すさっぉせっすしは!

¨‶╄[┿〈¨[ ‶╉
8-912-24-83-669

[╄╉╊┿╋┿

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681
づ

ぎ
とず

ん
ぜ

ん
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╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

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

(343) 361-15-10

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

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

〈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

[╄
╉╊

┿╋
┿

げんだ ぞíÜôÖÜ-äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜñ äëñÑäëó　öóñ
"どぎぢずだどぎびぞだずだゎごé" 

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó
ýëåêòðèêà 

ïöí¢ ëíßÜö▲ Öñ ½ñÖññ 5 ¿ñö, £/ä ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ

(343) 383-11-18, 383-44-89 [╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

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

げíÑíôó: 
• づí£ëíßÜö¡í ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç, çÖñÑëñÖóñ ó íÜÑóö でぜと 9001
げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 25 000 ëÜß¿ñú
ぢÜ¿Ö▲ú ïÜîóí¿áÖ▲ú äí¡ñö
づíßÜöí ç äÜïñ¿¡ñ ぜÜÖñöÖ▲ú

づñ£0½ñ äëóï▲¿íöá äÜ íÑëñïÜ: sealik_oup@mail.ru

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

Â ãîðîäñêîé 
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Áëàãî» 

°∴〉〕′〉°♂● ［≦♂∞『°〔°〉÷§ 
８Ｎｒ Ｗ０１ＳＺｍ Ｘ ８ＡＺｎＰＦが ＳＬ０Ｅ０３ｊＦＰＦＸｒ ３ ＺＷｂ８ＱＳＧ 

ＤＦＥＱＡＱＱＳＧ ＸＦＺｂ０ｇＦＦ 
ふ８ＡＺＦが ＦＥｌｒＺｍＡ ＦＥ ＱＡ１Ｎ０４ＳＵＳＮｂｉＱｍｆ ＸＡＰＡＧが 

８ＡＺＦどＸＦＷＳＺｍが ＳＺＬ０ＥＱＦＬＦぶ
╂さぇそうお さぇぉけすに う せしかけゃうは けこかぇすに こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
╋っしすけ さぇぉけすに – ╇ゅさけゃぇは おけきくぇすぇ «〈っこかにえ せゅけかけお»

╉けくすぇおすくけっ かうちけ – ‶はすおけゃぇ ╊ぇさうしぇ (8-952-72-63-684)

[╄
╉╊

┿╋
┿

"[せししおうえ たかっぉ" 

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ:
• ┋┄┌┄┃┅┄┏ ┎┍ ┎┏┍┃〞┅〞┋
• ┎┏┍┃〞━┕┚
• ┏〞─┍┑┌┇┉┇ ━ ┉┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└
• ┒─┍┏┘┇┕┚

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

どÜëÇÜçí　 ïñöá «ぱ¿íÇ½íÖ»
äëóÇ¿íüíñö 
Öí ëíßÜöÜ:

ゅ]╊[【『¨[╅
どëñßÜçíÖó　:

ヰ Üä▲ö ëíßÜö▲
ヰ ÇëÜääí ÑÜïö. Öñ Öó¢ñ III
ヰ Öí¿óôóñ çÜÑ. ÜÑÜïöÜçñëñ-
Öó　 «ゑ» äëóçñöïöçÜñöï　

Üâóîóí¿áÖÜñ 
öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ
äÜ¿Ö▲ú ïÜî. äí¡ñö
¿áÇÜöÖÜñ äóöíÖóñ

Üßëíàíöáï　 äÜ íÑëñïÜ: 
Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. ずñÖóÖí, 2ß
8-912-60-65-221

[╄
╉╊

┿╋
┿

グヱゾ ドザ «ケ┍┏ヅ━┄┑»
┑┏┄─┒┝┑┐┞ ┌〞 

┎┍┐┑┍┞┌┌┒┝ ┏〞─┍┑┒:
┋┈└┒┅┐/│─┕┒┅┐

┄│┎┐┍┈┊
┆/┎ ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇

│. ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┇┈, 
┒┊. ズ〞┞┉┍━┐┉┍│┍, 3

4-51-28 [╄╉╊┿╋┿

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

╀っさっいけゃしおけきせ そうかうぇかせ 《╂〉╆ 
"『っくすさ ゅうゅうっくに う ねこうょっきうけかけゅうう ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう" 

しさけつくけ すさっぉせっすしは:

たうきうお 
し ゃにしてうき うかう しさっょくうき こさけそっししうけくぇかぬくにき 

けぉさぇいけゃぇくうっき

• けこにす さぇぉけすに あっかぇすっかっく
• いぇさぇぉけすくぇは こかぇすぇ こけ うすけゅぇき しけぉっしっょけゃぇくうは

┿ょさっし: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 6ぇ 
すっか./そぇおし 8 (34369) 4-29-87 [╄╉╊┿╋┿

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ うくそけさきうさせっす けぉ うすけゅぇた 
すけさゅけゃ くぇ こさぇゃけ いぇおかのつっくうは ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに けぉなっおすけゃ 
きせくうちうこぇかぬくけゅけ くっあうかけゅけ そけくょぇ, しけしすけはゃてうたしは 14 はくゃぇさは 
2011 ゅけょぇ.

╊けす わ1. ‶さぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ いょぇくうは しおかぇょぇ かうすっさぇ II 
こかけとぇょぬの 513,2 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ]すさけうすっかっえ, 33ぉ. 〈けさゅう こさういくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ 
しゃはいう し けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた.

╊けす わ2. ‶さぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こさうしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは 
きぇゅぇいうくぇ けぉとっえ こかけとぇょぬの 256,9 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ 
こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ┿おぇょっきうおぇ ╉けさけかっゃぇ, 6.   
‶けぉっょうすっかっき すけさゅけゃ こさういくぇく ╇‶ ]っさっゅうく ╁.╁. 『っくぇ きっしはつくけえ 
ぇさっくょくけえ こかぇすに 88299 させぉ. 10 おけこ., ゃおかのつぇは ′╃].

╊けす わ3. ‶さぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こさうしすさけっくくけゅけ 
こけきっとっくうは こかけとぇょぬの 299,8 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 23. ′ぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた 
こけしすせこうかぇ けょくぇ いぇはゃおぇ けす ¨¨¨ «ぃきうし». 〈けさゅう こさういくぇくに 
くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう し けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ 
ゃ すけさゅぇた.

╊けす わ4. ‶さぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ ゃしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは 
きぇゅぇいうくぇ けぉとっえ こかけとぇょぬの 82,3 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ 
ぇょさっしせ: こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 24 う こさぇゃけ ぇさっくょに 
くっあうかけゅけ ゃしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは きぇゅぇいうくぇ こかけとぇょぬの 
60,8 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 
╄かけゃぇは, 1. ‶けぉっょうすっかっき すけさゅけゃ こさういくぇくけ ¨¨¨ «ぁゅうょぇ». 『っくぇ 
きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 43340 させぉ. 98 おけこ., ゃおかのつぇは ′╃].

〈けさゅう こけ ょぇくくけきせ かけすせ こさういくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは. 
╉けきうししうは こさうくはかぇ さってっくうっ いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ ぇさっくょに 
し っょうくしすゃっくくにき こさっすっくょっくすけき, こけょぇゃてうき いぇはゃおせ, ¨¨¨ 
«ぃきうし».

╊けす わ5. ‶さぇゃけ ぇさっくょに くっあうかにた ゃしすさけっくくにた こけきっとっくうえ 
わ1,5 けぉとっえ こかけとぇょぬの 49,8 き2, さぇしこけかけあっくくにた こけ ぇょさっしせ: 
こ. ╉かのつっゃしお, せか. 【おけかぬくぇは, 3. ′ぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こけしすせこうかぇ 
けょくぇ いぇはゃおぇ けす ╇‶ ╃っきおけ ′.[. 〈けさゅう こけ ょぇくくけきせ かけすせ こさういくぇくに 
くっしけしすけはゃてうきうしは. ╉けきうししうは こさうくはかぇ さってっくうっ いぇおかのつうすぬ 
ょけゅけゃけさ ぇさっくょに し っょうくしすゃっくくにき こさっすっくょっくすけき, こけょぇゃてうき 
いぇはゃおせ, ╇‶ ╃っきおけ ′.[. [╄╉╊┿╋┿

ÐÀÇÍÎÅ
‶[¨╃┿╋

• ‶うぇくうくけ, ょってっゃけ. ]ぇきけゃにゃけい. 
8-950-63-24-032.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]すっくおぇ, 3 しっおちうう, ち. 1000 させぉ., すっ-
かっゃういけさ, 68 ょうぇゅけくぇかぬ, ち. 4000 させぉ., 
ておぇそ, 3-しすゃけさつぇすにえ, 2000 させぉ. 8-952-
72-63-910.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
‶[¨╃┿╋

• 】っくけお くっき. こけさけょに, さけょけしかけゃ-
くぇは, 5 きっし. 8-902-26-15-461.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ‶けさけしはすぇ. 8-919-39-46-258.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
╉〉‶╊ぃ

•  ‶けょなっきくうお かっゅおけゃにた ぇゃすけきけ-
ぉうかっえ. ′っょけさけゅけ. 8-922-21-23-073, 
8-961-76-97-756.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
• ]すけかはさ-しすぇくけつくうお, きぇかはさ (こけ 
ょっさっゃせ). ╇とせ ょけこけかくうすっかぬくにえ いぇ-
さぇぉけすけお. 8-950-64-39-995. 

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

╀╄]‶╊┿〈′｠╄
¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ

とÜ¿¿ñ¡öóç âóÖíÖïÜçÜ-~¡ÜÖÜ½óôñï¡ÜÇÜ 
Üäëíç¿ñÖó　 ó

íÑ½óÖóïöëíîó　 ゐゎだ ç▲ëí¢í0ö óï¡ëñÖÖññ 
ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖóñ 

げ0¿ó¡ÜçÜú ぞíÑñ¢Ññ ぞó¡Ü¿íñçÖñ 

ç ïç　£ó ïÜ ï½ñëöá0 ññ ½í½▲
‒けしかせさそうそこ ]まいそうけ 》かてちそうせふ

┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
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) ______________________________________



- 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)

!

[╄
╉╊

┿╋
┿

╆ ┱〉╆〉╅╉》╉╋〉╆『‶〉] 《〉『╉[‶╉



〉』[╄╃╇〈╄╊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 65660. 〈うさぇあ 2825. ̈ 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).

[╄╉╊┿╋┿

22 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-358
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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

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. 

]けゃっす ゃっすっさぇくけゃ 〉╆‶] けぉなはゃかはっす け 
こっさっさっゅうしすさぇちうう ゃしった ゃっすっさぇくけゃ いぇゃけょぇ. 

╃けこけかくうすっかぬくけ くぇ せつっす こさうくうきぇのすしは くっさぇぉけすぇのとうっ 
ゃっすっさぇくに, せてっょてうっ くぇ こっくしうの し ょさせゅうた こさっょこさうはすうえ, くけ 

こさけさぇぉけすぇゃてうっ くぇ 〉╆‶]: 
あっくとうくに – 20 かっす; きせあつうくに – 25 かっす.

╃けおせきっくすに: 
y おけこうは こぇしこけさすぇ (1 かうしす う こさけこうしおぇ);
y おけこうは すさせょけゃけえ おくうあおう;
y おけこうは こっくしうけくくけゅけ せょけしすけゃっさっくうは.

‶さうっき ょけおせきっくすけゃ ぉせょっす こさけういゃけょうすぬしは ゃ ]けゃっすっ ゃっすっさぇくけゃ 
ゃ いょぇくうう ぉにゃてっゅけ ゅけさおけきぇ, くぇ こっさゃけき ねすぇあっ, こけ つっすゃっさゅぇき, 

くぇつうくぇは し 27 はくゃぇさは し 12-00 ょけ 15-00 つぇしけゃ.
[╄╉╊┿╋┿

╋に こけきけゅぇっき かのょはき 
ぉにすぬ いょけさけゃにきう, 

けぉさっしすう しつぇしすぬっ う かのぉけゃぬ!

〉か. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1
(ゃたけょ しかっゃぇ し すけさちぇ)

8-909-000-31-41

｀ ╂っかう

｀ ╋ぇししぇあくにっ きぇしかぇ

｀ ╉さっきに ょかは いょけさけゃぬは

｀ ]さっょしすゃぇ ょかは こけたせょぇくうは

｀ ぁおしおかのいうゃくにっ しせゃっくうさに

｀ ╀っかぬっ ょかは あっくとうく う きせあつうく

｀ ╃せたう し そっさけきけくぇきう/ぇさけきぇかぇきこに

[╄
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┿╋
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╁‶╄[╁｠╄! 
ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ 

Ñ 21 ÿíâàðÿ â ÃÊÄÖ «Äðóæáà»

ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß 
ïåðñîíàëüíàÿ âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò 

ïåäàãîãà ñòóäèè «Ñàìîðîäîê»
Íàëèâàéêî Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à.

Âõîä áåñïëàòíûé.

26 ÿíâàðÿ 

ñ 10 äî 17
Äâîðåö ìîëîäåæè

ðàñïðîäàæà 
çèìíåé îáóâè, 

äóáëåíîê
[╄╉╊┿╋┿

Ìû 

îòêðûëèñü!

｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû

｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196

づぎとずんぜん

2 âñçëí¿　 ï 10 ÑÜ 11 ô. 
ç ゎとがぴ «がëÜ¢ßí» 

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

£íÜüÖ▲ñ, ¡íë½íÖÖ▲ñ Üö 2500 ë. ÑÜ 7500 ë. 
îóâëÜç▲ñ íääíëíö▲ Üö 6100 ë. ÑÜ 9800 ë. 

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

8-922-50-36-315

ばÖó¡í¿áÖ▲ñ öÜçíë▲: 
だô¡ó ぢíÖ¡Üçí Ñ¿　 çÜïïöíÖÜç¿ñÖó　 £ëñÖó　 – 6000 ë. ゐí¿á£í½ 

ぢíÖ¡Üçí – 450 ë.  が▲êíöñ¿áÖ▲ú öëñÖí¢ñë «でí½Ü£Ñëíç». 
とíëöóÖí–«ÜßÜÇëñçíöñ¿á». づÜ¿ó¡Üç▲ú ½íïïí¢ñë 

«づñ¿í¡ï  öÜÖ» – ½ÜàÖ▲ú, ÖíÑñ¢Ö▲ú, 
äÜëöíöóçÖ▲ú (4 ÖíïíÑ¡ó) – 2600 ë. 

でç-çÜ ヽ 305183220300021
ご½ñ0öï　 äëÜöóçÜäÜ¡í£íÖó　. ぞñÜßêÜÑó½í ¡ÜÖïÜ¿áöíîó　 ïäñîóí¿óïöí.
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╋ぇゅぇいうく "‶さけゃうぇくす"
こさうゅかぇてぇっす ゃぇし いぇ こけおせこおぇきう!

 RBJHDBC <U;HJ IJH>MDLH<
 H<HSB B NJMDLU
 DHG>BL?JKDB? BA>?EBY, LHJLU
 :EDH=HEVGU? G:IBLDB
 ;ULH<:Y OBFBY B FGH=H? >JM=H?

し 9-00 ょけ 20-00 つぇしけゃ

[╄
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こさっょなはゃうすっかの おせこけくぇ しおうょおぇ 3%



╀っさっいけゃしおうえ すさぇおす, 4/1 (┿ゃすけきけかか)


