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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, 30 はくゃぇさは

‶ぇしきせさくけ, 
ょくひき -12-14, くけつぬの -11-13
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 725 きき さす.しす.
‶けくっょっかぬくうお, 31 はくゃぇさは

‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
ょくひき -10-12, くけつぬの -14-16
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 730 きき さす.しす.
╁すけさくうお, 1 そっゃさぇかは

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき -13-15, くけつぬの -18-20

╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 732 きき さす.しす.
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 け こさけゃっょっくうう こさうひきけゃ ういぉうさぇすっかっえ ゃ けおさせゅぇた  
1 そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ し 16 ょけ 18 つぇしけゃ.

‶さうひきに ゃっょせす:
- ゃ 『っくすさぇかぬくけえ ゅけさけょしおけえ ぉうぉかうけすっおっ (せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 7) – 
ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ1 
╀ぇぉおうく ┿くょさっえ ╁うおすけさけゃうつ, 
ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ3 
┿さすっきぬっゃぇ 〈ぇすぬはくぇ ╀けさうしけゃくぇ;  
 - ゃ ╋¨〉 «╂うきくぇいうは わ5» (せか. ╉けしにた, 3) – 
ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ2 
ぅさひきっくおけ ╇さうくぇ ╊っけくうょけゃくぇ;
 - ゃ ╀うぉかうけすっおっ しっきっえくけゅけ つすっくうは (せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7) – 
ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ4 
‶っしすけゃ ′うおけかぇえ ╁かぇょうきうさけゃうつ;
- ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» (ゃ こけきっとっくうう ぉうぉかうけすっおう) – 
ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ4 
╉けいかけゃぇ ╇さうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ, 
ょっこせすぇす こけ  ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ5 
‶うしちけゃ ╄ゃゅっくうえ [せょけかぬそけゃうつ;      
- ゃ いょぇくうう ぇょきうくうしすさぇちうう こけし. ╋けくっすくにえ – 
ょっこせすぇすに こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ6 
╋っあっゃけゃ ‶ぇゃっか ╋うたぇえかけゃうつ, ぃあぇおけゃ ┿くょさっえ ┿くぇすけかぬっゃうつ; 
- ゃ いょぇくうう ぇょきうくうしすさぇちうう こけし. ╊けしうくにえ – 
ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ6 
╉うくょさぇしぬ ′うおけかぇえ ╋うたぇえかけゃうつ;
- ゃ いょぇくうう ┿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 
(せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. わ 207, すっか. 4-39-01)  –
こさっょしっょぇすっかぬ ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ
 ╂けゃけさせたぇ ╄ゃゅっくうえ ]すぇくうしかぇゃけゃうつ.

╃¨[¨╂¨╈ ╂¨]〈を
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╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
╄とひ ゃ しっさっょうくっ はくゃぇさは ょけつぬ ╀けさうしぇ ╄かぬちうくぇ 〈ぇすぬは-

くぇ ぃきぇてっゃぇ しけけぉとうかぇ くぇ こさっしし-おけくそっさっくちうう, つすけ くぇ 
すけさあっしすゃっくくにっ きっさけこさうはすうは, こけしゃはとひくくにっ 80-かっすうの 
しけ ょくは さけあょっくうは こっさゃけゅけ こさっいうょっくすぇ [けししうう, けあうょぇ-
っすしは ゃういうす くにくってくっゅけ こさっいうょっくすぇ.

〈けさあっしすゃぇ くぇつくせすしは 31 はくゃぇさは, ぇ こけしっとっくうっ しすけかうちに 
〉さぇかぇ させおけゃけょうすっかっき しすさぇくに いぇこかぇくうさけゃぇくけ くぇ 1 そっゃさぇかは. 

╄おぇすっさうくぉせさゅしおうっ ゃかぇしすう ぇおすうゃくけ ゅけすけゃはすしは お ゃしすさっつっ 
ょけさけゅけゅけ ゅけしすは, けしすぇゃぇはしぬ ゃ くっゃっょっくうう け ょぇすっ ゃういうすぇ. 

╀けかっっ こけょさけぉくにっ しゃっょっくうは け ょぇすっ う こさけゅさぇききっ ゃう-
いうすぇ ╃. ╋っょゃっょっゃぇ こけおぇ くっ しけけぉとぇのすしは. ]けすさせょくうおう 
こさっしし-しかせあぉ ‶さっいうょっくすぇ う っゅけ せさぇかぬしおけゅけ こけかこさっょぇ 
すけあっ たさぇくはす きけかつぇくうっ. 

‶け きぇすっさうぇかぇき うくそけさきぇちうけくくにた ぇゅっくすしすゃ
¨〈 [╄╃┿╉『╇╇: ╀せょっす-くっ ぉせょっす こさっいうょっくす, こけおぇ 

くっういゃっしすくけ, くけ ╄おぇすっさうくぉせさゅ せあっ «かうたけさぇょうす». 〈とぇ-
すっかぬくけ こさけゃっさはのすしは ゃなっいあぇのとうっ きぇてうくに (ゃ こはすくうちせ 
きくけゅうっ ぉっさっいけゃつぇくっ, くぇゃっさくはおぇ, けこけいょぇかう くぇ さぇぉけすせ). 
‶さけゃっさはのすしは おぇくぇかういぇちうけくくにっ かのおう, おゃぇさすうさに. ╉ぇお 
ゃしっゅょぇ, ゅさぇあょぇくぇき ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ う けおさっしすくけしすっえ ゃっあ-
かうゃけ う すけくおけ くぇきっおぇのす, つすけ うた くぇたけあょっくうっ ゃ ゅけさけょっ 
ょけ ゃすけさくうおぇ おさぇえくっ くっあっかぇすっかぬくけ. ‶けねすけきせ, こかぇくうさせは 
こけっいょおせ くぇ ゃにたけょくにっ ゃ ぉけかぬてけえ ゅけさけょ, ゅけすけゃぬすっしぬ お 
こさけゃっさおっ ょけおせきっくすけゃ う きくけゅけおうかけきっすさけゃにき こさけぉおぇき.

«ぁさうょぇく» しくぇさせあう いょぇくうは いぇてすけさうか 
けおくぇ てうおぇさくにきう いぇくぇゃっしおぇきう うい さぇい-
くけちゃっすくにた, こっさっきうゅうゃぇのとうたしは ゅうさかはくょ, 
ぇ そぇしぇょ いょぇくうは せおさぇしうかう しゃっすはとうきうしは 
«しけしせかぬおぇきう».  ┿ ゃ ちっくすさっ しけすさせょくうおう 
せしすぇくけゃうかう こせてうしすせの しうくのの っかぬ う くぇ-
いゃぇかう おけきこけいうちうの «] ′けゃにき ゅけょけき!». ╇ 
ょぇあっ こけしかっ けおけくつぇくうは こさぇいょくうおけゃ, くけゃけ-
ゅけょくっっ くぇしすさけっくうっ くっ こけおうょぇっす しけすさせょ-
くうおけゃ う ゃしった, おすけ, こさけっいあぇは, かのぉせっすしは くぇ 
おさぇしけつくせの おぇさすうくせ. 

┿ っとひ ゅけしすっゃけえ きぇさてさせす せおさぇてぇのす 
けょせゃぇくつうおう し いっかひくにきう かっこっしすおぇきう (╋〉‶ 
«╁けょけおぇくぇか»), たけさ «′ぇょっあょぇ» (┿′ «╉けき-
そけさす»), «『ゃっすに けす ]くっあくけえ おけさけかっゃに» 
(«╅╉》-》けかょうくゅ»),  おけきこけいうちうう きぇゅぇいうくぇ 
«《かぇゅきぇくな» う «]ぉっさぉぇくおぇ».

¨こうしぇすぬ しかけゃぇきう すけ, つすけ すゃけさうすしは ゃ 
ゅけさけょっ し くぇしすせこかっくうっき すっきくけすに, くっゃけい-
きけあくけ. ╉ぇお ゅけゃけさうすしは: かせつてっ けょうく さぇい 
せゃうょっすぬ. ‶けねすけきせ くっ かっくうすっしぬ, いぇたけょうすっ 
くぇ けゅけくひお!

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ′ぇすぇかうう ╆┿╁〈[┿╉¨╁¨╈
«╉ぇぉに くっ ぉにかけ いうきに ゃ ゅけさけょぇた う しひかぇた, くうおけゅょぇ ぉ くっ 

ゃうょっかう きに けゅくっえ ゃっしひかにた» – ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ せつぇしすくうおぇき 
ぇおちうう ゃ しすうたぇた こさうしかぇかぇ くぇてぇ つうすぇすっかぬくうちぇ. ╃っえしすゃう-
すっかぬくけ, っしかう ぉに くっ うた しすさっきかっくうっ こさっゃさぇすうすぬ ぉっかけしくっあ-
くせの いうきせ ゃ しぇきけっ はさおけっ ゃさっきは ゅけょぇ, くっ ゃうょぇすぬ ぉに くぇき 
ねすけえ しせきぇしてっょてっえ うかかのきうくぇちうう, こさっけぉさぇいうゃてっえ しっさにっ 
ゅけさけょしおうっ いょぇくうは. 

‶さけったぇゃてうしぬ し おけくおせさしくけえ おけきうししうっえ こけ ゅけしすっゃけきせ 
きぇさてさせすせ, せょうゃかはってぬしは, おぇおけえ ぉけゅぇすけえ そぇくすぇいうっえ けぉかぇょぇ-
のす しけすさせょくうおう こさっょこさうはすうえ. 

╉ いぇゃけょせ ╀╆]╉ ゃこけさせ ゃけょうすぬ ねおしおせさしうう, いょっしぬ さぇしこせしすう-
かうしぬ おけかけおけかぬつうおう う かうかうう. «╁ぬのゅ こけさにゃ, きけさけい, しくっゅぇ, 
つすけ ゃ ょせてっ – ゃ ょせてっ ゃっしくぇ» – ねすけす ょっゃうい こけしゃはすうかう しゃけっえ 
おけきこけいうちうう さぇぉけすくうおう. ╉けきこけいうちうの «‶っさっいゃけく» – ぉせおっす 

おけかけおけかぬつうおけゃ うい ぇさきぇすせさに しけいょぇか ╁かぇょうきうさ ‶さけゃけさけゃ, 
しゃぇさとうお ちったぇ わ15. 〉 おぇあょけゅけ ちゃっすおぇ しゃけひ いゃせつぇくうっ, おぇお せ 
くぇしすけはとうた ちっさおけゃくにた おけかけおけかけゃ. ぁすけす おせしす – っとひ う こけょしすぇゃ-
おぇ ょかは ゅけさておけゃ し くぇしすけはとうきう ちゃっすぇきう, お かっすせ いょっしぬ こけはゃはす-
しは ゅけさておう し おぇしおぇょくけえ こっすせくうっえ. [はょけき し おけかけおけかぬつうおぇきう 
さぇしすせす かうかうう – すけあっ ょっかけ きせあしおうた させお. ┿くょさっえ ╁けょけゃけいけゃ 
う ╁かぇょうきうさ ぅてせたうく しぇきう ういゅけすけゃうかう う さぇしおさぇしうかう ちゃっすに.

ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ 
╁]〈[╄』┿ぃ〈 ╅╇〈╄╊╄╈ ╇ ╂¨]〈╄╈ ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╂¨
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╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
╁っしひかにっ くぇき し ゃぇきう こさっょしすけはす ゃにぉけさに, せゃぇあぇっきにっ 

ぉっさっいけゃつぇくっ. ╁っしひかにっ, くぇこさはあひくくにっ, くっけあうょぇくくにっ. 
╁ こけしかっょくうえ ょっくぬ けおけくつぇくうは しさけおぇ ゃにょゃうあっくうは おぇく-
ょうょぇすけゃ くぇ きっしすけ ゅさぇょけくぇつぇかぬくうおぇ, け しゃけひき あっかぇくうう 
しっしすぬ ゃ ゃにしけおけっ おさっしかけ いぇはゃうかう っとひ ょゃぇ おぇくょうょぇすぇ. 
′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ しこうしけお しけうしおぇすっかっえ ゃにゅかはょうす 
しかっょせのとうき けぉさぇいけき:

• ╂けかけゃくは 〈ぇきぇさぇ ╃きうすさうっゃくぇ (╀╂¨)
• ┿さすっきぬっゃぇ 〈ぇすぬはくぇ ╀けさうしけゃくぇ (╀╂¨)
• ╀ぇさおっっゃ ┿くょさっえ ╁ぇょうきけゃうつ (╀╂¨)
• ‶うしちけゃ ╄ゃゅっくうえ [せょけかぬそけゃうつ (╀╂¨)
• ╄かぇくちっゃ ぃさうえ ┿かっおしぇくょさけゃうつ (╄おぇすっさうくぉせさゅ)
• ╃せょおけ ′うおけかぇえ ┿くょさっっゃうつ (╄おぇすっさうくぉせさゅ)
‶さけえょひす しけゃしっき くっきくけゅけ ゃさっきっくう, う ゃぇてう こけつすけ-

ゃにっ はとうおう いぇこけかくはすしは ぇゅうすぇちうけくくにきう きぇすっさうぇかぇきう. 
′ぇてぇ ゅぇいっすぇ すぇおあっ くっ けしすぇくっすしは ゃ しすけさけくっ, こさっょけ-
しすぇゃかはは おぇあょけきせ うい おぇくょうょぇすけゃ さぇゃくにっ ゃけいきけあくけ-
しすう ょかは ゃかうはくうは くぇ せきに ゅけさけあぇく. ] こけかうすうつっしおうきう う 
ねおけくけきうつっしおうきう こさけゅさぇききぇきう おぇくょうょぇすけゃ きに けぉはいぇ-
すっかぬくけ こけいくぇおけきうきしは – つせすぬ こけこけいあっ.

′け, おぇお ぉに くぇこさはあひくくけ う しおぇくょぇかぬくけ くっ こさけたけょうかぇ 
くにくってくはは ういぉうさぇすっかぬくぇは おぇきこぇくうは, は たけつせ くぇこけき-
くうすぬ ゃぇき ゅかぇゃくけっ. ぁすけ くぇてぇ し ゃぇきう あういくぬ! 〈っこかけ う 

ゃけょぇ, ゅさはいぬ う しくっゅ, けしゃっとっくうっ う ゅぇい, おぇこさっきけくすに う 
くけゃにっ しゃっすけそけさに – ゃしひ ねすけ けおぇあっすしは ゃ させおぇた くけゃけ-
ゅけ ゅさぇょけくぇつぇかぬくうおぇ. ╁ぇてう しかひいに ぉっししうかうは, ゃぇてう 
こさけおかはすうは ゃかぇしすはき, – っしかう けくう ゃけいくうおくせす せ ゃぇし ゃ 
こさっょしすけはとうっ つっすにさっ ゅけょぇ – ゃけいくうおくせす 〈¨╊を╉¨ ‶¨ 
╁┿【╄╈ ╁╇′╄! ╇ぉけ きに ゃにぉうさぇっき! ¨す こさけしすけゅけ さけし-
つっさおぇ くぇ ぉのかかっすっくっ ぉせょっす いぇゃうしっすぬ くっ つすけ-くうぉせょぬ 
– くぇてぇ しせょぬぉぇ. ╂さぇあょぇくっ, ぉせょぬすっ ぉょうすっかぬくに, ぉせょぬすっ 
ゃくうきぇすっかぬくに, ぉせょぬすっ さぇいせきくに, ぉせょぬすっ けすゃっすしすゃっくくに, 
ょっかぇは ゃにぉけさ! 

〈けきせ, おすけ ゅけすけゃ けすゃっつぇすぬ いぇ ぉせょせとっっ しゃけっえ しっきぬう, 
しゃけうた さけょくにた, しゃけっゅけ ゅけさけょぇ – こさっょしすけうす あぇさおぇは 
ぉうすゃぇ. ╀うすゃぇ せきけゃ, ぉうすゃぇ ねおけくけきうつっしおうた こけいうちうえ う 
こけかうすうつっしおうた さっこせすぇちうえ.

′っさぇゃくにえ ぉけえ, おけさぇぉかぬ おさっくうすしは くぇて.
]こぇしうすっ くぇてう ょせてう つっかけゃっつぬう,
′け おさうおくせか おぇこうすぇく: "′ぇ ぇぉけさょぇあ!
╄とひ くっ ゃっつっさ, っとひ くっ ゃっつっさ.
╉すけ たけつっす あうすぬ, おすけ ゃっしっか, おすけ くっ すかは
╂けすけゃぬすっ ゃぇてう させおう お させおけこぇてくけえ!
┿ おさにしに こせしすぬ せたけょはす し おけさぇぉかは
¨くう きってぇのす したゃぇすおっ ぉっしてぇぉぇてくけえ.

╁かぇょうきうさ ╁にしけちおうえ

╀╊┿╂¨╃┿[′¨]〈を
′╄[┿╁′¨╃〉【′｠╄ ╊ぃ╃╇

╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
╁ くけつぬ し 22 くぇ 23 はくゃぇさは ぇゃすけ-

きけぉうかぬ ╁┿╆-2112 ゃ さぇえけくっ せかうちに 
╁けしすけつくけえ しぉうか こはすくぇょちぇすうかっす-
くっゅけ こけょさけしすおぇ くぇ くっさっゅせかうさせっ-
きけき こってったけょくけき こっさったけょっ う すせす 
あっ こけこにすぇかしは しおさにすぬしは. 〉 ねすけゅけ 
こさけうしてっしすゃうは けおぇいぇかしは ゃしっゅけ 
かうてぬ けょうく しゃうょっすっかぬ – ┿かっおしっえ 
‶ぇさてぇおけゃ, おけすけさにえ さってうすっかぬくけ 
けすこさぇゃうかしは ゃ こけゅけくの いぇ くぇさせてう-
すっかっき. 』すけぉに しぇきけきせ くっ こけこぇしすぬ 
ゃ ぇゃぇさうの, けく ゃけ ゃさっきは くっょけかゅけえ 
こけゅけくう いぇそうおしうさけゃぇか くけきっさ ぇゃすけ-
きけぉうかは う すせす あっ しけけぉとうか け こさけうし-
てっしすゃうう う け っゅけ ゃうくけゃくうおっ けすさは-

ょせ ╃‶]. 〉あっ 23 はくゃぇさは ゃけょうすっかぬ, 
しおさにゃてうえしは し きっしすぇ ぇゃぇさうう, ぉにか 
いぇょっさあぇく う こさうゃかひつっく お けすゃっす-
しすゃっくくけしすう.

24 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ ゃ こさうしせす-
しすゃうう ゃしっゅけ かうつくけゅけ しけしすぇゃぇ きう-
かうちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ くぇつぇかぬくうお 
╂╇╀╃╃ ]すぇくうしかぇゃ ╃はょのく こけぉかぇ-
ゅけょぇさうか ┿かっおしっは いぇ こさけはゃかっくくけっ 
せつぇしすうっ, う ゃさせつうか っきせ ぉかぇゅけ-
ょぇさしすゃっくくけっ こうしぬきけ. ╂さぇあょぇくっ, 
ょぇゃぇえすっ あっ ぉせょっき ゃくうきぇすっかぬくっっ 
お つせあけえ ぉっょっ, う こせしすぬ こけしすせこけお 
┿かっおしっは ‶ぇさてぇおけゃぇ こけしかせあうす 
こさうきっさけき ょかは ゃしった!

╁｠]〈┿╁╉┿

ЭТИ КАРТИНЫ ДЫШАТ СВЕТОМ

╁うおすけさ ╋┿╉]╇╋¨╁, 
たせょけあくうお, 
‶けつひすくにえ ゅさぇあょぇくうく 
ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╁ ‶ぅ〈′╇『〉, 21 はく-
ゃぇさは, ゃけ ╃ゃけさちっ 

きけかけょひあう けすおさにかぇしぬ 
こっさしけくぇかぬくぇは ゃにしすぇゃ-
おぇ くぇてっゅけ ぉっさひいけゃしおけ-
ゅけ たせょけあくうおぇ ╁ぇしうかうは 
╇ゃぇくけゃうつぇ ′ぇかうゃぇえおけ, 
おけすけさにえ くにくっ すさせょうすしは 
こっょぇゅけゅけき ょけこけかくうすっかぬ-
くけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ ておけ-
かっ わ9, こっさっょぇひす きけかけ-
ょけきせ こけおけかっくうの せきっくうは 
う くぇゃにおう たせょけあっしすゃっく-
くけゅけ きぇしすっさしすゃぇ.

╉ぇぉうくっす, ゅょっ たせょけあくうお いぇ-
くうきぇっすしは しけ ておけかぬくうおぇきう, っゅけ 
すさせょぇきう しすぇか かせつてうき くっ すけかぬおけ 
ゃ くぇてっき ゅけさけょっ, くけ う ゃ けぉかぇしすう. 
〈ぇき ゃうしうす けゅさけきくぇは おぇさすうくぇ 
«〈さう ぉけゅぇすにさは». ]ぇき «たけいはうく» 
ねすけゅけ おぇぉうくっすぇ-しすせょうう すけあっ 
ぉけゅぇすにさしおけゅけ さけしすぇ, う ょせてぇ せ 
くっゅけ, おぇお う こけょけぉぇっす すぇおうき かの-
ょはき, くぇさぇしこぇておせ. 〉かにぉおぇ いぇゃけ-
さぇあうゃぇっす う, ゅかはょは くぇ くっひ, いぇぉに-
ゃぇってぬ け しゃけうた こっつぇかはた.

╁ぇしうかうえ ′ぇかうゃぇえおけ さぇぉけすぇっす 
ゃ さぇいくにた あぇくさぇた ういけぉさぇいうすっかぬ-
くけゅけ うしおせししすゃぇ, すぇおうた おぇお かうくけ-
ゅさぇゃのさぇ, あうゃけこうしぬ, ゅさぇそうおぇ. ] 
ょっさっゃけき, こけしかせてくにき ゃ っゅけ せきっ-
かにた させおぇた, すゃけさうす つせょっしぇ. ╋け-
あっす しぇきにえ けぉにつくにえ ゃっすたうえ ょけき 
すぇお こっさっしすさけうすぬ, し すぇおけえ いぇょせき-
おけえ けすょっかぇすぬ, つすけ すけす しすぇくけゃうす-
しは こさけういゃっょっくうっき うしおせししすゃぇ. ┿ 
おぇおうっ おぇさすうくに こうてっす!..

′ぇ くうた – しけつくにっ くぇすのさきけさ-
すに, はさおうっ ちゃっすに, くっぉにゃぇかにっ 
しおぇいけつくにっ こっさしけくぇあう. [ぇぉけすに 
けすかうつぇのす ぉけゅぇすしすゃけ こぇかうすさに, 
くぇしにとっくくけしすぬ ゃけいょせたけき う 
ょにきおけえ, ゅかせぉうくぇ こっさしこっおすう-
ゃに. ╋くっ おぇお たせょけあくうおせ けつっくぬ 
こけくさぇゃうかうしぬ こっえいぇあう. ‶さう-
ゅかはょっゃてうしぬ こけゃくうきぇすっかぬくっっ, 
せいくぇひてぬ さけょくにっ しっさょちせ きっしすぇ, 
ぇかかっう う せかうちに くぇてっゅけ ゅけさけょぇ, 
ぇ すぇおあっ せかうちせ 《せさきぇくけゃぇ, くぇ 
おけすけさけえ あうゃひす しっきぬは ′ぇかう-
ゃぇえおけ, う うた ょけき. ぁすけ くっ せょう-
ゃうすっかぬくけ: たせょけあくうお こうてっす すけ, 
つすけ ょけさけゅけ っゅけ しっさょちせ.

′っ こさけたけょうすっ きうきけ 
╃ゃけさちぇ きけかけょひあう, 

けおせくうすっしぬ ゃ きうさ 
こさっおさぇしくけゅけ!

]〈╇》╇ぅ

〈¨[《 – ‶¨╃ ╊╄╃ぅ′¨╈ ‶┿′『╇[を
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
′っしきけすさは くぇ しすせあせ う しくっゅ, 

ゃくけゃぬ ゅけさはす すけさそはくうおう. ]ぇきにっ 
けこぇしくにっ うた けつぇゅう しっゅけょくは – ゃ ╆っ-
かひくけき ╃けかっ う ]けかくっつくけき. ╉ぇお くう 
しすさぇくくけ, くっ たゃぇすうかけ ょぇあっ すけかしすけ-
ゅけ しくっあくけゅけ けょっはかぇ, つすけぉに せしこけ-
おけうすぬ けゅけくぬ, すかっのとうえ くぇ ゅかせぉうくっ. 
]っえつぇし こさうょひすしは しきってうゃぇすぬ しくっゅ 
し すけさそけき う せおぇすにゃぇすぬ ねすせ しきっしぬ. 
〈けかぬおけ すけゅょぇ, せすゃっさあょぇのす しこっちう-
ぇかうしすに, ぉせょっす しけいょぇくぇ かっょはくぇは 
おけさおぇ, おけすけさぇは う こさっおさぇすうす ょけ-
しすせこ おうしかけさけょぇ ゃ こかぇしす.

′にくってくうき かっすけき すけさそはくうおう 
こけこけさすうかう くっさゃに かっしけゃけょぇき: 
けゅけくぬ かっゅおけ こっさっぉさぇしにゃぇかしは くぇ 
いっかひくせの いけくせ. ╁ ねすけき ゅけょせ ょっ-
こぇさすぇきっくす かっしくけゅけ たけいはえしすゃぇ 
けぉかぇしすう くぇきっさっく こさけゃっしすう おけく-

おせさし くぇ すせてっくうっ けつぇゅけゃ ゃけいゅけ-
さぇくうえ すけさそけこけかっえ. ‶け ╀╂¨ けい-
ゃせつっくに ょゃぇ ぇょさっしぇ: ╋けつぇかけゃおぇ 
う ¨しすさけゃくけっ. ╆ぇきっつぇすっかぬくけ, くっ 
こけくはすくけ かうてぬ, おすけ う おぇお ぉせょっす 
ゃ ちっかけき おせさうさけゃぇすぬ すけさそはくうおう, 
ゃっょぬ けくう, おぇお う かっしぇ, うきっのす さぇい-
くにた たけいはっゃ – けょくう いっきかう くぇたけ-
ょはすしは ゃ そっょっさぇかぬくけえ しけぉしすゃっく-
くけしすう, ょさせゅうっ – きせくうちうこぇかぬくけえ, 
すさっすぬう – つぇしすくけえ.  «╀っさひいけゃしおけっ 
かっしくうつっしすゃけ», お こさうきっさせ, けすゃっ-
つぇっす いぇ いっきかう かっしくけゅけ そけくょぇ. 
╁けこさけし しけぉしすゃっくくけしすう こっさっこかっ-
すぇっすしは すせゅけ し こさけぉかっきけえ そうくぇく-
しうさけゃぇくうは: くぇ つぬう ょっくぬゅう ぉせょせす 
すせてうすぬ すっ うかう うくにっ けつぇゅう? ╉ぇお 
ぉに ゃ さぇいゅぇさ こけうしおぇ けすゃっすぇ けこはすぬ 
くっ こさうてかけしぬ すっさはすぬ いぇこぇしに かっしぇ.

╆╃¨[¨╁を╄

┬┱┸┩┮┺┬╃ ┤┶┤┮┷┩┶ ┨┩┶┩┭
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
′ぇかうちけ さけしす いぇぉけかっゃぇっきけしすう 

¨[╁╇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき 
けおさせゅっ: し 20 こけ 26 はくゃぇさは けしすさせの 
さっしこうさぇすけさくせの ゃうさせしくせの うくそっお-
ちうの こけょたゃぇすうかう  530 あうすっかっえ, つすけ 
ゃ 1,3 さぇいぇ ぉけかぬてっ, つっき ゃ こさっょにょせ-
とせの くっょっかの. ぁすぇ ちうそさぇ ゃ ょゃぇ さぇいぇ 
こさっゃにてぇっす う ぇくぇかけゅうつくにえ こっさうけょ 

こさけてかけゅけ ゅけょぇ. ]ぇきけっ ゅさせしすくけっ すけ, 
つすけ 76,6 こさけちっくすぇ けす つうしかぇ いぇぉけ-
かっゃてうた – ょっすう ょけ 17 かっす. ]っゅけょくは くっ 
たけょはす ゃ しぇょうおう, こさけこせしおぇのす いぇくはすうは 
ゃ ておけかぇた, おけかかっょあぇた くっしおけかぬおけ しけ-
すっく のくにた ゅけさけあぇく. ‶けたけあっ, くぇし 
あょひす おぇさぇくすうく, たけすは しかせつぇっゃ ゅさうこ-
こぇ こけおぇ くっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ.

ぁ》¨ ‶[┿╆╃′╇╉┿

《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
25 はくゃぇさは ゃしっ しすせょっくすに しすさぇくに けぉなっょうくうかうしぬ ゃ っょうくけき こけさにゃっ ゃ 

けつっさっょくけえ さぇい ゃしすさっすうすぬ しゃけえ こさけそっししうけくぇかぬくにえ こさぇいょくうお. ╁ ╀っさひいけゃ-
しおけき ゃ ょっくぬ しすせょっくすぇ ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう こさけてかぇ おぇさぇけおっ-ゃっつっさうくおぇ 
こさう こけょょっさあおっ きけかけょひあくけえ ておけかに ぉういくっしぇ.

╁ ねすけす ゃっつっさ し くっこけょょっかぬくにき ねくすせいうぇいきけき ぉにゃてうっ う くぇしすけはとうっ しすせ-
ょっくすに うしこけかくはかう しゃけう かのぉうきにっ こっしくう. 〉 おけゅけ-すけ こけかせつぇかけしぬ かせつてっ, せ 
おけゅけ-すけ たせあっ, くけ ねすけ ぉにかけ くっ ゃぇあくけ, こけすけきせ つすけ こっかぇ ょせてぇ!

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
‶¨ ╃¨[¨╂╄ ╁ ¨╀╊┿╉┿》

╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
27 はくゃぇさは けおけかけ つぇしぇ ょくは くぇ 

せかうちっ ╀させしくうちにくぇ ゃ さぇえけくっ 
ょけきぇ わ3 ょゃぇ せつっくうおぇ つっすゃひさすけ-
ゅけ おかぇししぇ ておけかに わ9, せゃかっおてうしぬ 
ぉっしっょけえ, ゃにてかう くぇ こさけっいあせの 
つぇしすぬ, くっ こけしきけすさっゃ こけ しすけさけ-
くぇき. ╁けょうすっかぬ こさけっいあぇゃてっゅけ ゃ 
ねすけ ゃさっきは こけ ょけさけゅっ ぇゃすけきけぉう-
かは [っくけ, せゃうょっゃ きぇかっくぬおうた こっ-
てったけょけゃ, こさうくはかしは すけさきけいうすぬ う 
しすぇさぇかしは せえすう けす しすけかおくけゃっくうは, 
くけ くぇっいょぇ ういぉっあぇすぬ くっ せょぇかけしぬ.

╁ さっいせかぬすぇすっ ╃〈‶ けょうく うい 
きぇかぬつうおけゃ ぉにか ょけしすぇゃかっく ゃ たう-
させさゅうつっしおけっ けすょっかっくうっ 『╂╀ わ1 し 
しっさぬひいくけえ すさぇゃきけえ こさぇゃけえ させおう.

╂けしぇゃすけうくしこっおちうは さっおけきっく-
ょせっす さけょうすっかはき こっさうけょうつっしおう 
くぇこけきうくぇすぬ しゃけうき つぇょぇき け 
こさぇゃうかぇた こっさったけょぇ こさけっいあっえ 
つぇしすう, ぇ すぇおあっ いぇけしすさうすぬ ゃくう-
きぇくうっ くぇ けしけぉっくくけしすう こっさっしっ-
つっくうは ょけさけゅう いうきけえ. [けょうすっ-

かはき すぇおあっ くっけぉたけょうきけ 
おけくすさけかうさけゃぇすぬ ゃさっきは-
こさっこさけゃけあょっくうっ う きっ-
しすけ くぇたけあょっくうっ ょっすっえ. 
┿ ゃけょうすっかはき すさぇくしこけさす-
くにた しさっょしすゃ くっけぉたけょうきけ 
しけぉかのょぇすぬ しおけさけしすくけえ 
さっあうき ゃ きっしすぇた ゃけいきけあ-
くけゅけ こけはゃかっくうは ょっすっえ.

╁ぇしうかうえ ′ぇかうゃぇえおけ う っゅけ おぇさすうくに



3ÃÎËÎÑ ÏÐÈÐÎÄÛ 29 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà

¨《╇『╇┿╊を′¨
[┿]╉¨【╄╊╇〈]ぅ 

《╄╃╄[┿『╇ぅ
13 はくゃぇさは しけしすけはかぇしぬ さぇぉけつぇは 

ゃしすさっつぇ させおけゃけょうすっかは [けしかっしたけ-
いぇ ╁うおすけさぇ ╋ぇしかはおけゃぇ し こさっょしっ-
ょぇすっかっき こさぇゃうすっかぬしすゃぇ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう ┿くぇすけかうっき 
╂さっょうくにき, つかっくけき こさぇゃうすっかぬ-
しすゃぇ けぉかぇしすう, きうくうしすさけき こさう-
さけょくにた さっしせさしけゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう ╉けくしすぇくすうくけき ╉さのつおけ-
ゃにき う ょうさっおすけさけき くけゃけえ しぇきけ-
しすけはすっかぬくけえ しすさせおすせさに – ╃っ-
こぇさすぇきっくすぇ かっしくけゅけ たけいはえしすゃぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう – ╁かぇょう-
きうさけき 【かっゅっかっき.

′ぇ さぇぉけつっえ ゃしすさっつっ しすけさけ-
くに けぉしせょうかう しせとっしすゃせのとせの 
しうしすっきせ せこさぇゃかっくうは かっしぇきう 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう う 
くぇきっすうかう こせすう せしけゃっさてっく-
しすゃけゃぇくうは っひ. ╁ たけょっ ゃしすさっつう 
ぉにかう ょけしすうゅくせすに しかっょせのとうっ 
ょけゅけゃけさひくくけしすう. [けしかっしたけい 
さぇししきけすさうす ゃけいきけあくけしすぬ ゃに-
ょっかっくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう ょけこけかくうすっかぬくにた しさっょしすゃ 
– しせぉゃっくちうえ うい そっょっさぇかぬくけゅけ 
ぉのょあっすぇ ゃ 2011 ゅけょせ けす 50 ょけ 
100 きうかかうけくけゃ させぉかっえ くぇ きっ-
さけこさうはすうは こけ けたさぇくっ, いぇとう-
すっ う ゃけしこさけういゃけょしすゃせ かっしけゃ. 
′ぇ ょけこけかくうすっかぬくにっ しさっょしすゃぇ 
そっょっさぇかぬくけえ おぇいくに くにくつっ 
ぉせょっす せおけきこかっおすけゃぇくけ こはすぬ 
こけあぇさくけ-たうきうつっしおうた しすぇくちうえ 
すさっすぬっゅけ すうこぇ. ╉さけきっ ねすけゅけ, 
ゃ けぉかぇしすう ぉせょっす さぇいさぇぉけすぇくぇ 
こさけっおすくけ-しきっすくぇは ょけおせきっくすぇ-
ちうは こけ しすさけうすっかぬしすゃせ しっかっおちう-
けくくけ-しっきっくけゃけょつっしおけゅけ ちっく-
すさぇ, う [けしかっしたけい ゃおかのつうす っゅけ 
ゃ こっさっつっくぬ けぉなっおすけゃ, そうくぇく-
しうさせっきにた いぇ しつひす うくゃっしすうちうえ 
そっょっさぇちうう ゃ 2012 ゅけょせ.

╁ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ぉせ-
ょっす しけいょぇくぇ っょうくぇは ょうしこっすつっさ-
しおぇは しかせあぉぇ ゃ しうしすっきっ かっしくけゅけ 
たけいはえしすゃぇ こけ こさうひきせ うくそけさきぇ-
ちうう, ぇょさっしけゃぇくくけえ けさゅぇくぇき ゅけ-
しせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう こけ ゃしっき 
ゃけこさけしぇき, しゃはいぇくくにき し うしこけかぬ-
いけゃぇくうっき, けたさぇくけえ, いぇとうすけえ う 
ゃけしこさけういゃけょしすゃけき かっしけゃ.

╃¨╊╂¨╅╃┿′′｠╈ 
«[┿╆╁¨╃»

]けゅかぇしくけ せおぇいせ ゅせぉっさくぇすけさぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ┿かっおしぇく-
ょさぇ ╋うてぇさうくぇ けす 2 くけはぉさは 2010 
ゅけょぇ こさけゃっょっくぇ さっけさゅぇくういぇちうは 
╋うくうしすっさしすゃぇ こさうさけょくにた さっしせさ-
しけゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. ╇い 
っゅけ しけしすぇゃぇ おぇお しぇきけしすけはすっかぬくぇは 
しすさせおすせさぇ こけしすぇくけゃかっくうっき こさぇ-
ゃうすっかぬしすゃぇ けぉかぇしすう けす 28 ょっおぇ-
ぉさは 2010 ゅけょぇ ゃにょっかっく ╃っこぇさ-
すぇきっくす かっしくけゅけ たけいはえしすゃぇ. ‶けしかっ 
くけゃけゅけょくうた おぇくうおせか ょっこぇさすぇ-
きっくす う きうくうしすっさしすゃけ くぇつぇかう 
さぇぉけすせ おぇお ょゃぇ しぇきけしすけはすっかぬくにた 
けすさぇしかっゃにた けさゅぇくぇ うしこけかくうすっかぬ-
くけえ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゃかぇしすう.

╆ぇ ょっこぇさすぇきっくすけき かっしくけゅけ 
たけいはえしすゃぇ いぇおさっこかっくに ゃしっ こけか-
くけきけつうは こけ せこさぇゃかっくうの ゅけしせ-
ょぇさしすゃっくくにき かっしくにき そけくょけき: 
けたさぇくぇ けす こけあぇさけゃ, かっしけゃけし-
しすぇくけゃかっくうっ, さぇちうけくぇかぬくけっ うし-
こけかぬいけゃぇくうっ, ゃっょっくうっ かっしくけゅけ 
さっっしすさぇ, けしせとっしすゃかっくうっ かっし-
くけゅけ おけくすさけかは う くぇょいけさぇ, けしせ-
とっしすゃかっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
こけあぇさくけゅけ くぇょいけさぇ う こさけつっっ. 
╇しこけかくはのとうき けぉはいぇくくけしすう ょう-
さっおすけさぇ ょっこぇさすぇきっくすぇ くぇいくぇつっく 
╁かぇょうきうさ 《うかうここけゃうつ 【かっゅっかぬ.

╆ぇ きうくうしすっさしすゃけき こさうさけょくにた 
さっしせさしけゃ けしすぇかうしぬ こけかくけきけつうは 
こけ けたさぇくっ けおさせあぇのとっえ しさっょに, 
けさゅぇくういぇちうう う そせくおちうけくうさけゃぇ-
くうの けしけぉけ けたさぇくはっきにた こさうさけょ-
くにた すっささうすけさうえ, けしせとっしすゃかっくうの 
けすょっかぬくにた ゃけょくにた けすくけてっくうえ う 
けすくけてっくうえ くっょさけこけかぬいけゃぇくうは, 
けしせとっしすゃかっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっく-
くけゅけ おけくすさけかは ゃ しそっさっ けたさぇくに 
けおさせあぇのとっえ しさっょに う こさけつっっ.

┿╉〈〉┿╊を′¨

╅ 〈ぉ ┷][¨ 』╊っ]¨, 』╊っ]¨…
┻┶┲┥┿ ┦ ┮┲┴┲┶┮┬┩ ┵┴┲┮┬ ┦┲┫┴┲┨┬┶╀ ┧┲┴┩┯╀┱┬┮┬, ┴┩┼┩┱┲ ╁┮┵┳┩┴┬┰┩┱┶┤┯╀┱┲ ┦┿┵┤┪┬┦┤┶╀ ┱┩ ┵┩╃┱┺┿, ┤ ┵┩┰┩┱┤
╆┿ けおくけき しくっあくけっ ちぇさしすゃけ, くけ しこっちうぇかうしすに かっしぇ せあっ ゃ 

けあうょぇくうう ゃっしくに. [ぇぉけすに くにくつっ せ くうた ぉせょっす – くっこけつぇすにえ 
おさぇえ: ぇくけきぇかぬくけ あぇさおけっ かっすけ しこぇかうかけ くぇてう いっかひくにっ かひゅおうっ, 
う うた こさっょしすけうす けしくけゃぇすっかぬくけ こけょかっつうすぬ. ╃ぇ う けす こかぇくけゃにた ょっか 
くうおすけ くっ けしゃけぉけあょぇか.

]ぇきにえ ぉけかぬてけえ けぉなひき さぇぉけす くぇ 
ゃにゅけさっゃてうた すっささうすけさうはた ゃ ゅけし-
かっしそけくょっ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
こさうょひすしは くぇ 2013 ゅけょ. ′け くぇつうくぇは 
し 2011-ゅけ こかけとぇょう ゃけししすぇくけゃかっ-
くうは いっかひくけえ いけくに ぉせょせす さぇしすう. 
¨ょくけゃさっきっくくけ ゃけいくうおぇっす こさけぉかっ-
きぇ こけかせつっくうは ょけこけかくうすっかぬくけゅけ 
こけしぇょけつくけゅけ きぇすっさうぇかぇ. ╉ぇお しけ-
けぉとぇっす きうくうしすっさしすゃけ こさうさけょくにた 
さっしせさしけゃ, せあっ いうきけえ 2011 ゅけょぇ 
せゃっかうつうすしは けぉなひき いぇゅけすぇゃかうゃぇ-
っきにた ょかは こけしっゃぇ しっきはく しけしくに 
う っかう. 』すけぉに さぇしてうさうすぬ けぉなひき 
しすぇくょぇさすくけゅけ こけしぇょけつくけゅけ きぇすっ-
さうぇかぇ, くにくつっ こけしっゃに ゃ こうすけきくう-
おぇた せゃっかうつぇす し 13 ょけ 20,3 ゅぇ, ぇ ゃ 
2012 ゅけょせ – ょけ 30 ゅぇ. 〉ゃっかうつっくうっ 
こかけとぇょっえ こうすけきくうおけゃ けぉせしかけゃかっ-
くけ こさけしすけえ こさうつうくけえ: こさうけぉさっしすう 
しっきっくぇ う こけしぇょけつくにえ きぇすっさうぇか ゃ 
しけしっょくうた けぉかぇしすはた くっゃけいきけあくけ, 
こけしおけかぬおせ  けくう しっゅけょくは すけあっ うし-
こにすにゃぇのす うた ょっそうちうす. 

]ぇあっくちぇき しけしくに お きけきっくすせ こけ-
しぇょおう ょけかあくけ ぉにすぬ けおけかけ ょゃせた 
かっす, ぇ っかう – けおけかけ すさひた. ‶さう くぇかう-
つうう しっきっくくけゅけ そけくょぇ う しけぉかのょっ-
くうう すったくけかけゅうう ゃにさぇとうゃぇくうは ょっ-
そうちうす ゃ しすぇくょぇさすくけき こけしぇょけつくけき 
きぇすっさうぇかっ くぇてぇ けぉかぇしすぬ こっさっしすぇ-
くっす けとせとぇすぬ ゃ 2013 ゅけょせ. ¨ぉなひき 
ょけこけかくうすっかぬくけえ こけしぇょおう かっしぇ くぇ 
ゃにゅけさっゃてうた う さぇしつうとっくくにた こかけ-
とぇょはた すけゅょぇ ゃけいさぇしすひす こけ しさぇゃくっ-
くうの し 2011 ゅけょけき ゃ すさう さぇいぇ. 

«╁しっ しゃっさたこかぇくけゃにっ さぇぉけすに 
こけ ゃけしこさけういゃけょしすゃせ かっしけゃ う かっ-
しけさぇいゃっょっくうの ぉせょせす ゃっしすうしぬ いぇ 
しつひす ょけこけかくうすっかぬくけゅけ そうくぇくしう-
さけゃぇくうは うい そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっ-
すぇ, – ゅけゃけさうす きうくうしすさ こさうさけょくにた 

さっしせさしけゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
╉けくしすぇくすうく ╉さのつおけゃ. – ╃けこけか-
くうすっかぬくけ お こかぇくせ ゃ 2011 ゅけょせ 
ゃ けぉかぇしすう ぉせょっす ゃけししすぇくけゃかっくけ 
こけかすけさに すにしはつう ゅっおすぇさけゃ かっしぇ, ゃ 
2012-き – ょゃっ すにしはつう ゅっおすぇさけゃ, ゃ 
2013-き  – 4400. ‶け こかぇくせ ゃ くぇてっえ 
けぉかぇしすう っあっゅけょくけ ゃけいけぉくけゃかはっす-
しは けおけかけ 25 すにしはつ ゅっおすぇさけゃ かっしぇ». 

┿ おぇお しおかぇょにゃぇっすしは しうすせぇちうは ゃ 
╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ? 
′ぇこけきくうき, つすけ ゃ おけしすさっ かっすぇ しゅけ-
さっか かっし くぇ こかけとぇょう ゃ 70 ゅっおすぇ-
さけゃ. ぁすけ ぉにかう う きけかけょにっ こけしぇょ-
おう, う いさっかにっ ょっさっゃぬは. ¨しけぉっくくけ 
ょけしすぇかけしぬ こけしひかおぇき – ╉かのつっゃしおせ, 
╊けしうくけきせ, ╋けくっすくけきせ. ╂かぇゃくにき 
あっ ゃうくけゃくうおけき すさぇゅっょうう けおぇいぇ-
かうしぬ かのょう, うた ぉっしこっつくけしすぬ う くぇ-
こかっゃぇすっかぬしすゃけ くぇ ねかっきっくすぇさくにっ 
こさぇゃうかぇ こけゃっょっくうは ゃ かっしせ. 

– ‶けくはすくけ, つすけ いぇ けょうく しっいけく 
くぇき くっ ゃけししすぇくけゃうすぬ こけゅうぉてうっ 
かっしぇ, – くぇつうくぇっす さぇいゅけゃけさ ょう-
さっおすけさ ╂〉 ]¨ «╀っさひいけゃしおけっ かっし-
くうつっしすゃけ» ╁ぇしうかうえ ╁ぇしうかぬっゃうつ 
‶けょっさゅうく. – ╉ぇおうっ ぉに ちうそさに くう 
そうゅせさうさけゃぇかう くぇ ぉせきぇゅっ, ひかおせ うかう 
しけしくせ ゃにさぇしすう «こけ-ぉにしすさけきせ» くっ 
いぇしすぇゃうてぬ. ‶っさゃぇは いぇょぇつぇ – くぇ-
ぉさぇすぬ こけしぇょけつくにえ きぇすっさうぇか. ╋に 
ゃ ねすけき ゅけょせ こかぇくうさせっき せゃっかうつうすぬ 
こかけとぇょう こけしっゃくけゅけ けすょっかっくうは 
こうすけきくうおぇ, つすけ ゃ ╉っょさけゃおっ, ゃ ょゃぇ 
さぇいぇ. ‶けゃっいかけ, つすけ いょっしぬ ぉにかう くっ-
うしこけかぬいけゃぇくくにっ いぇこぇしに いっきかう: ゃ 
しすぇさにっ ょけぉさにっ ゃさっきっくぇ こうすけきくうお 
さぇぉけすぇか くぇ こけかせすけさぇ ゅっおすぇさぇた, ゃ 
こけしかっょくうっ ゅけょに – くぇ 0,5 ゅっおすぇさぇ. 
』っさっい ゅけょ しっはくちに ぉせょせす さぇしすう せあっ 
くぇ こけかはた ゃ こけかすけさぇ ゅっおすぇさぇ. ╁けす 
すぇお ゃしひ う ゃっさくせかけしぬ くぇ おさせゅう しゃけは. 

′け こさけぉかっきぇ くっ すけかぬおけ ゃ いっき-
かっ: つすけぉに せゃっかうつうすぬ せさけあぇえ 
しっはくちっゃ う しぇあっくちっゃ, くせあくけ さぇし-
てうさうすぬ う いぇゅけすけゃおせ しっきはく, うい おけ-
すけさにた こさけういさぇしすぇのす おさけてっつくにっ 
いっかひくにっ しけいょぇくうは. ╃け しうた こけさ せ 
くぇし っあっゅけょくけ いぇゅけすぇゃかうゃぇかう こけ 
40 おうかけゅさぇききけゃ しっきはく たゃけえくにた 
こけさけょ. ]っえつぇし こさうょひすしは ょけぉにすぬ 
うた 80 おうかけ. ]ぉけさけき てうてっお ゃ ねすう 
いうきくうっ ょくう いぇくうきぇのすしは かっしけいぇ-
ゅけすけゃうすっかう. «╃けぉにつせ» けくう こさう-
くけしはす くぇ てうておけしせてうかおせ, おけすけさぇは 
う ゃにょぇひす ょさぇゅけちっくくにっ しっきっくぇ. 
¨くう ぉせょせす たさぇくうすぬしは ょけ ゃっしくに ゃ 
しこっちうぇかぬくけき しおかぇょっ. ╉しすぇすう, おぇあ-
ょにえ ゅけょ ぉっさっいけゃつぇくっ ょっかうかうしぬ 
いぇこぇしぇきう し しけしっょはきう, くにくつっ あっ 
うき くぇ くぇてせ ょけぉさけすせ くっ こさうょひすしは 
さぇししつうすにゃぇすぬ: しぇきうき ぉに たゃぇすうかけ. 
〈っき ぉけかっっ つすけ, ゃこけかくっ ゃけいきけあくけ, 
かっしけゃけょに こけえょせす ゃこっさゃにっ くぇ  ねおし-
こっさうきっくす う ぉせょせす ゃにしぇあうゃぇすぬ ゃ 
こけつゃせ くっ しっはくちに, ぇ しっきっくぇ. 

– ぁすけ ょってひゃにえ し すけつおう いさっくうは 
そうくぇくしけゃ しこけしけぉ こけしぇょおう かっしぇ, ゃ 
すけ あっ ゃさっきは けく きっくっっ ねそそっおすうゃ-
くにえ, こけしおけかぬおせ こさうあうゃぇっきけしすぬ 
しっきはく ゃ こけつゃっ しかぇぉぇは, けくう ぇょぇこ-
すうさせのすしは くっ ゃっいょっ. 》けすは, しおぇあっき, 
ゅけさっかぬくうおう – おぇお さぇい ぉかぇゅけこさうはす-
くにえ ゃぇさうぇくす: いょっしぬ くういおけっ いぇょっさ-
くっくうっ, こけこさけしすせ ゅけゃけさは, すさぇゃぇ, 
おけすけさぇは はゃかはっすしは  こさっこはすしすゃうっき 
ょかは こさけさぇしすぇくうは しっきはく, しぇきぇ っとひ 
くっ こけょくはかぇ ゅけかけゃせ, – しつうすぇっす ╁. 
‶けょっさゅうく. 

¨ょくぇおけ こさっあょっ つっき ゃにしっゃぇすぬ 
しっきっくぇ ゃ ゅけさっかぬくうおぇた, こけしかっょくうっ 

くぇょけ こさうゃっしすう ゃ こけさはょけお: ゃにさせ-
ぉうすぬ さぇくっくにっ くぇしぇあょっくうは, せぉさぇすぬ 
しゅけさっゃてうっ しすゃけかに う ゃっすおう. ╉すけ 
いぇえきひすしは ねすうき? «╀っさひいけゃしおけっ かっし-
くうつっしすゃけ» さぇししつうすにゃぇっす くぇ しゃけっゅけ 
こさけゃっさっくくけゅけ こぇさすくひさぇ – ╂〉‶ ]¨ 
«╊》‶¨». ¨ょくぇおけ ねすけ けぉなっょうくっくうっ 
きけあっす こさうしすせこうすぬ お さぇぉけすぇき すけかぬ-
おけ こけしかっ こけょこうしぇくうは おけくすさぇおすぇ 
し ょっこぇさすぇきっくすけき かっしくけゅけ たけいはえ-
しすゃぇ, ぇ けくけ しかせつうすしは かうてぬ ゃ きぇさ-
すっ-ぇこさっかっ. 〈ぇお つすけ ゃさっきっくう ょかは 
こけしぇょけお けしすぇくっすしは – ゃしっゅけ くうつっゅけ.  

– ‶けねすけきせ きに こかぇくうさせっき こさけ-
ゃっしすう ょけこけかくうすっかぬくせの こけしぇょおせ う 
けしっくぬの, – ゅけゃけさうす ╁ぇしうかうえ ╁ぇしう-
かぬっゃうつ. – ╉ すけきせ ゃさっきっくう う しっはく-
ちに ゃ こうすけきくうおっ こけょさぇしすせす. 

 ╁ こっさゃせの けつっさっょぬ こさっょしすけうす 
けつうしすおぇ すっささうすけさうう ゃ ]すぇくけゃけえ, 
すぇき あっ かっしけゃけょに こけしかっ こけょゅけすけゃおう 
こけつゃに くぇつくせす こけしぇょおせ. 〉あっ しっえつぇし 
きくけゅうっ こさっょしすぇゃかはのす, おぇお こけえょせす, 
しかけゃくけ  ゃ しすぇさうくせ いぇ しけたけえ, ゃょけかぬ 
ぉけさけいょに う しすぇくせす さぇいぉさぇしにゃぇすぬ 
こさうゅけさてくはきう しっきっくぇ. ╉けきせ-すけ 
ねすけす こさけちっしし こけおぇあっすしは ゃっしぬきぇ 
さけきぇくすうつくにき, ょかは さぇぉけすくうおけゃ あっ 
– ぉせょくはきう しけ しすけこさけちっくすくにき させつ-
くにき すさせょけき. ′け くうおすけ くっ あぇかせっすしは 
くぇ あういくぬ: ゅかぇゃくけっ ょかは しこっちうぇかう-
しすけゃ – かっし ゃけいさけょうすぬ. 

』‶

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

┧┲┴┲┨ ┳┲┨┷┰┤┯: ┷┻┩┱╀╃ ┬┨┷┶?
╃╁┿ きっしはちぇ くぇいぇょ, すさっすぬっゅけ ょっおぇぉさは, ゃ 23.10 こさけういけてかけ 

いぇすけこかっくうっ ゅけさういけくすぇ 512 きっすさぇ てぇたすに «]っゃっさくぇは». 
‶さうつうくけえ ぇゃぇさうう しすぇかけ こさけういゃけかぬくけっ けすおかのつっくうっ ねかっおすさけ-
ねくっさゅうう くぇ ちっくすさぇかぬくけえ こけょいっきくけえ こけょしすぇくちうう. ╉ かうおゃうょぇ-
ちうう 』‶ させょけせこさぇゃかっくうっ こさうしすせこうかけ ゃ すけす あっ つぇし. ╀さうゅぇょに 
こけ ょけぉにつっ させょに けすこさぇゃうかう ゃ けすこせしおぇ. ′ぇょけ けすきっすうすぬ, つすけ 
こさっょこさうはすうっ, しけぉしすゃっくくにきう しうかぇきう しこさぇゃうかけしぬ し すはあひかけえ 
しうすせぇちうっえ. 

′ぇ ょくはた 〉さぇかぬしおけっ けすょっかっくうっ 
[けしすったくぇょいけさぇ, いぇゃっさてうゃ  さぇし-
しかっょけゃぇくうっ ぇゃぇさうう, けいゃせつうかけ っゅけ 
うすけゅう. ′ぇょいけさくけっ ゃっょけきしすゃけ しけ-
けぉとぇっす, つすけ けしくけゃくけえ こさうつうくけえ 
』‶ しすぇかう くぇさせ-
てっくうは ゃ ねかっおすさけ-
しくぇぉあっくうう けぉな-
っおすけゃ: こけ くけさきぇき 
ょけかあくに うきっすぬ ょゃぇ 
くっいぇゃうしうきにた うし-
すけつくうおぇ こうすぇくうは し 
くっいぇゃうしうきにき ぇゃすけ-
きぇすうつっしおうき こっさっ-
おかのつっくうっき. ╁すけさぇは 
こさうつうくぇ – くっしけゅかぇ-
しけゃぇくくにっ ょっえしすゃうは 
けぉしかせあうゃぇのとっゅけ 
こっさしけくぇかぇ う させおけ-
ゃけょしすゃぇ てぇたすに こさう 
ゃけししすぇくけゃかっくうう 
ねかっおすさけしくぇぉあっくうは 
う いぇこせしおっ くぇしけしくにた 
せしすぇくけゃけお.  

╉ぇお ぉに すけ くう ぉにかけ, «]っゃっさくぇは» 
こけしすっこっくくけ こさうたけょうす ゃ しっぉは. 
╁けししすぇくけゃうすっかぬくにっ さぇぉけすに うょせす 
こけかくにき たけょけき. ‶けはゃうかけしぬ ゃさっきは 
こさけぇくぇかういうさけゃぇすぬ しかせつうゃてせのしは 
ょさぇきせ う しょっかぇすぬ ゃにゃけょに. ¨ょうく 
うい くうた: けすおぇつおぇ ゃけょ う いぇおかぇょおぇ 
こせしすけす – ねすけ くっ かけおぇかぬくぇは こさけ-
ぉかっきぇ ╀[〉, ぇ ゃしっゅけ ゅけさけょぇ. ╄しかう 
こさっょしすぇゃうすぬ, つすけ ゃけょぇ すけゅょぇ くっ 
こけょつうくうかぇしぬ ぉに つっかけゃっおせ, すけ 

けくぇ こけてかぇ ぉに ゃ こけかくにえ さぇいゅせか. 
‶け «つひさくにき» こさけゅくけいぇき, っひ ょけ 
けこさっょっかひくくけゅけ きけきっくすぇ きけあくけ 
ょっさあぇすぬ  くぇ «]っゃっさくけえ», くけ こけ-
すけき, せすけこうゃ ねすせ てぇたすせ, ゃけょぇ ゃしひ 

さぇゃくけ こけえょひす くぇ «ぃあくせの». 』っさっい 
こけかゅけょぇ ゅけさけょ こけこかにゃひす…

– ╋くっ しすぇくけゃうすしは ょせさくけ すけかぬおけ 
けす けょくけえ きにしかう けぉ ねすけき, – ょっかうす-
しは し くぇきう ゅっくっさぇかぬくにえ ょうさっおすけさ 
させょけせこさぇゃかっくうは 《ぇさうす ╋うくくうぇた-
きっすけゃうつ ′ぇぉうせかかうく. – ‶けくうきぇは, 
つすけ すぇおけえ おけてきぇさくにえ しちっくぇさうえ 
さぇいゃうすうは しけぉにすうえ くっ ょけかあっく 
ぉにすぬ, きに こけょしすさぇたけゃぇかうしぬ ゃょゃけえ-
くっ. ]っえつぇし こさっょこさうはすうっ こさうけぉ-

さっかけ きけとくにっ こけゅさせあくにっ くぇしけしに, 
おけすけさにっ けすおぇつうゃぇのす ゃけょに ぉけかぬ-
てっ, つっき ょぇひす っしすっしすゃっくくにえ っひ 
こさうすけお. 

‶けゅさせあくにっ くぇしけしに っあっしせすけつくけ 
くぇ 1,2-1,5 きっすさぇ こけくうあぇのす せさけゃっくぬ 
ゃけょに ゃ てぇたすっ, う つっさっい くっしおけかぬおけ 
ょくっえ けくぇ せあっ ぉせょっす けすおぇつっくぇ ょけ 
ゅけさういけくすぇ 512 きっすさぇ. ╇ っとひ. ╄しかう 
ゃこさっょぬ しかせつうすしは (すぬそせ-すぬそせ!) けす-
おかのつっくうっ  ねかっおすさけねくっさゅうう う けしすぇ-
くけゃおぇ くぇしけしけゃ, すけ ぉせょっす てぇくし  いぇ-
ょっさあぇすぬ ゃけょせ くっ くぇ つぇし, ぇ くぇ しせすおう. 

‶さぇゃょぇ, し ねすうきう 
くぇしけしぇきう こさけうい-
ゃけょしすゃぇ ゅけさけょぇ 
╊うゃくに すけあっ ゃに-
てっか おぇいせし: うい 
つっすにさひた ょゃぇ けおぇ-
いぇかうしぬ ぉさぇおけゃぇく-
くにきう, こさうてかけしぬ 
うた ゃけいゃさぇとぇすぬ 
こ け し す ぇ ゃ と う お ぇ き . 
』っすゃひさすけゅけ はくゃぇ-
さは こさうしかぇかう せあっ 
こさうかうつくにっ ぇゅさっ-
ゅぇすに. ′ぇ ゅけさう-
いけくすっ 412 きっすさぇ 
こけしすさけうかう くけゃせの 
こさけきっあせすけつくせの 
くぇしけしくせの きけとくけ-
しすぬの すにしはつぇ おせ-

ぉけゃ ゃ つぇし. 〈け っしすぬ ╀[〉 すったくうつっしおう 
ゃけけさせあぇっすしは, つすけぉ ゃにしすけはすぬ ゃ すは-
あひかにえ つぇし うしこにすぇくうえ. ′け ゃしこけき-
くうき ゃにゃけょ くぇょいけさくけゅけ けさゅぇくぇ: 
すぇき さっつぬ てかぇ う け つっかけゃっつっしおけき 
そぇおすけさっ. 

– ╉ぇょさに – こさけぉかっきぇ くっ きっ-
くっっ すさせょくぇは, ぇ, きけあっす, う ぉけかっっ 
しかけあくぇは ゃ さってっくうう, つっき こさう-
けぉさっすっくうっ けぉけさせょけゃぇくうは, – ゅけ-
ゃけさうす 《. ′ぇぉうせかかうく. – ]っえつぇし 

こさけうしたけょうす しきっくぇ  こけおけかっくうえ, 
こさけそすったけぉさぇいけゃぇくうっ くっ ゅけすけ-
ゃうす すけおぇさっえ, ねかっおすさうおけゃ ょかは 
ゅけさくけえ けすさぇしかう. ╂ょっ けくう, おゃぇ-
かうそうちうさけゃぇくくにっ しこっちうぇかうしすに? 
«‶さけしすけゅけ» ねかっおすさうおぇ すけあっ くっ 
ゃけいぬきひてぬ こけょ いっきかの, すせす しゃけは 
しこっちうそうおぇ. ‶けおぇ ゃけこさけし けしすぇ-
ひすしは けすおさにすにき.

‶さうつひき, けく ぇょさっしけゃぇく う ゅけさけ-
ょせ, っしかう きに たけすうき うきっすぬ せ しっぉは 
くぇ すっささうすけさうう ぉっいけこぇしくけっ こさけ-
ういゃけょしすゃけ. ′ぇょけ けすょぇすぬ ょけかあくけっ, 
きっしすくにえ ぉのょあっす こけきけゅぇっす ╀[〉, 
くぇこさぇゃかはは ょっくぬゅう おぇお さぇい くぇ 
ねおけかけゅうの. ╉けゅょぇ しかせつうかけしぬ ょっ-
おぇぉさぬしおけっ 』‶, ゅけさけょ くっ けしすぇかしは ゃ 
しすけさけくっ. ‶っさゃけくぇつぇかぬくけ あっ しせき-
きぇさくにえ せとっさぉ けす ぇゃぇさうう くぇしつう-
すにゃぇかしは ゃ 63 きうかかうけくぇ させぉかっえ, 
すっこっさぬ ちうそさぇ いぇておぇかうゃぇっす いぇ 
100 きうかかうけくけゃ…

′け, きけあっす, こさぇゃょぇ, っしすぬ しきにしか 
こさっおさぇすうすぬ ゃけえくせ し てぇたすくけえ ゃけ-
ょけえ: こさっょかぇゅぇのす あっ くっおけすけさにっ 
せつひくにっ っひ こさけしすけ くぇこさぇゃかはすぬ こけ 
すさせぉぇき ゃ けいっさけ 【ぇさすぇて? ╃ひてっ-
ゃけ, ぉっいゃさっょくけ, くっ くぇょけ ょけすうさけ-
ゃぇすぬ させょくうお?

– 』すけ ゃに: ねすけ こさけしすけ くっかっこけ! – 
しつうすぇっす «ゅっくっさぇかぬくにえ». – ╋に くぇ-
つぇかう ねおしこっさうきっくすぇかぬくけ こけかせつぇすぬ 
うい てぇたすくけえ ゃけょに こうすぬっゃせの. ╄しかう 
こけしすぇゃうすぬ うょっの くぇ こさけきにてかっく-
くにえ こけすけお, すけ ゃけょせ きけあくけ ぉせょっす 
こさけょぇゃぇすぬ, すけゅょぇ けくぇ しすぇくっす こさう-
くけしうすぬ くっ せぉにすおう, ぇ こさうぉにかぬ!

¨しすぇひすしは ょけぉぇゃうすぬ, つすけ し そっゃ-
さぇかは «]っゃっさくぇは» くぇつくひす さぇぉけすぇすぬ 
ゃ けぉにつくけき さっあうきっ.
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11:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿
12:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′
13:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ
14:00 ╃/《 ╁╄╊╇╉╇╈ ╇]]╊╄╃¨╁┿〈╄╊を ┿《[╇╉╇
15:00 ╃/] ╋¨[]╉┿ぅ ╃╄[╅┿╁┿
16:00 ╃/《 ¨╀′┿[〉╅╄′╇╄ ╂╄[╉〉╊┿′〉╋┿
17:00 ╃/《 ╁｠]【╇╈ ‶╇╊¨〈┿╅ ╁ ‶╄[╁〉ぃ ╋╇[¨╁〉ぃ
18:00 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╀╇╀╊╇╇
19:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿
20:00 ╃/] ╋╇[ ]╉〉╊を‶〈〉[｠
21:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿
22:00 ╃/《 ╋┿〈を 〈╄[╄╆┿ – ]╁ぅ〈┿ぅ ╁¨ ╁╊┿]〈╇ 〈を╋｠
23:00 ╃/《 〉╀╇╈]〈╁¨ ┿╁[┿┿╋┿ ╊╇′╉¨╊を′┿
0:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠
1:00 ╃/] ╃╄′を ′┿ ╁¨╈′╄
2:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄
3:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
4:00 ╃/] ╋╇[ ]╉〉╊を‶〈〉[｠
5:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

6:00 ╃/《 ╋┿〈を 〈╄[╄╆┿ – ]╁ぅ〈┿ぅ ╁¨ ╁╊┿]〈╇ 〈を╋｠
7:00 ╃/《 〉╀╇╈]〈╁¨ ┿╁[┿┿╋┿ ╊╇′╉¨╊を′┿
8:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠
9:00 ╃/] ╃╄′を ′┿ ╁¨╈′╄
9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ
10:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄
11:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
12:00 ╃/] ╋╇[ ]╉〉╊を‶〈〉[｠
13:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿
14:00 ╃/《 ╋┿〈を 〈╄[╄╆┿ – ]╁ぅ〈┿ぅ ╁¨ ╁╊┿]〈╇ 〈を╋｠
15:00 ╃/《 〉╀╇╈]〈╁¨ ┿╁[┿┿╋┿ ╊╇′╉¨╊を′┿
16:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠
17:00 ╃/] ╃╄′を ′┿ ╁¨╈′╄
18:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄
19:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
20:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′
21:00 ╃/] ‶╊┿]〈╇』╄]╉┿ぅ 》╇[〉[╂╇ぅ ╁ ╃[╄╁′¨]〈╇
22:00 ╃/《 ]╁ぅ〈¨╈ ‶┿〈[╇╉
23:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇
0:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ
1:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ
2:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇
3:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
4:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′
5:00 ╃/] ‶╊┿]〈╇』╄]╉┿ぅ 》╇[〉[╂╇ぅ ╁ ╃[╄╁′¨]〈╇

6:00 ╃/《 ]╁ぅ〈¨╈ ‶┿〈[╇╉
7:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇
8:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ
9:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ
9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ
10:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇
11:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
12:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′
13:00 ╃/] ‶╊┿]〈╇』╄]╉┿ぅ 》╇[〉[╂╇ぅ ╁ ╃[╄╁′¨]〈╇
14:00 ╃/《 ]╁ぅ〈¨╈ ‶┿〈[╇╉
15:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇
16:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ
17:00 〈/] ╉¨╊¨′╇ぅ
18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇
19:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇
21:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を
22:00 ╃/《 〈┿╈′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を ╃╇╉╉╄′]┿
23:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇
0:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈
1:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿
2:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇
3:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇
5:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

6:00 ╃/《 〈┿╈′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を ╃╇╉╉╄′]┿

7:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇

8:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

9:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

11:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

13:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

14:00 ╃/《 〈┿╈′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を ╃╇╉╉╄′]┿

15:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇

16:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

17:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ ┿‶〈╄╉┿

18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

19:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

20:00 ╃/《 ╁ ‶¨╇]╉┿》 【╄[╊¨╉┿ 》¨╊╋]┿

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

22:00 ╃/《 ‶[╇′『╄]]┿-╁┿╋‶╇[

23:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]

6.00 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»
6.30 «╃╅╄╈╋╇ 〉 ]╄╀ぅ ╃¨╋┿»
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.45 》/《 «‶]╇》¨‶┿〈╉┿» 
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╃¨╉〈¨[┿ ]╄╊╇╁┿′¨╁¨╈»
21.00 «╋┿』¨ ′╄ ‶╊┿』〉〈»
21.30 «′╄╃╄╊ぅ ╄╃｠»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿» 
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «╃╁┿ ╀╄[╄╂┿»
01.15 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
01.45 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.45 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.00, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 ╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»
12.00 》/《 «╅╄′】╇′ ¨╀╇╅┿〈を ′╄ [╄╉¨╋╄′╃〉╄〈]ぅ»
13.45 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
15.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╃¨╉〈¨[┿ ]╄╊╇╁┿′¨╁¨╈»
21.00 «╋┿』¨ ′╄ ‶╊┿』〉〈»
21.30 «′╄╃╄╊ぅ ╄╃｠»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿» 
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «¨』╄[╄╃′¨╈ [╄╈]»
01.40 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.40 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.25, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
6.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»
12.00 》/《 «¨』╄[╄╃′¨╈ [╄╈]»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
15.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╃¨╉〈¨[┿ ]╄╊╇╁┿′¨╁¨╈»
21.00 «╋┿』¨ ′╄ ‶╊┿』〉〈»
21.30 «′╄╃╄╊ぅ ╄╃｠»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿» 
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «〈[╇ ╃′ぅ ╁ ╋¨]╉╁╄»
02.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
03.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.10, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╋¨ぅ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ ′ぅ′ぅ»
12.00 》/《 «╀〉╊を╁┿[′｠╈ ‶╄[╄‶╊┱〈»
14.00 «]〉〈を ╁╄】╄╈»
14.30 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
15.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╃¨╉〈¨[┿ ]╄╊╇╁┿′¨╁¨╈»
21.00 «╋┿』¨ ′╄ ‶╊┿』〉〈»
21.30 «′╄╃╄╊ぅ ╄╃｠»
22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «╃[┿╂¨『╄′′｠╈ ‶¨╃┿[¨╉»
01.15 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
02.15 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.25 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.30 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»

7.00 》/《 «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╉¨[¨╊╄╁｠»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 》/《 «『｠╂┿′¨』╉┿ ] ╁｠》¨╃¨╋»

18.10 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 «╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 》/《 «‶[╇╊╄〈╇〈 ╁╃[〉╂ ╁¨╊【╄╀′╇╉!»

22.05 〈/] «‶[┿╁╇╊を′┿ぅ ╅╄′┿»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.35 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

23.45 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╄╃╇′]〈╁╄′′┿ぅ»

01.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.20 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.55 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.25 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.00 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»

7.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

7.30 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

9.30 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

10.30 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉╇╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ»

13.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 》/《 «‶[╇╊╄〈╇〈 ╁╃[〉╂ ╁¨╊【╄╀′╇╉!»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 〈/] «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»

23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «′╄╅╃┿′′¨-′╄╂┿╃┿′′¨»

01.40 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.40 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.30, 7.45 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»

7.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》

7.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

8.15 》/《 «′╄╅╃┿′′¨-′╄╂┿╃┿′′¨»

10.00 «╉〉》′ぅ»

11.00 》/《 «╉┿╉ ╁ ]〈┿[¨╋ ╃╄〈╄╉〈╇╁╄…»

14.50 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

15.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

16.00 》/《 «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋]. ╉¨[¨╊を 【┿′〈┿╅┿»

18.00 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

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

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 〈/] «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇»

23.20 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

23.30 ╋┿╃¨′′┿, [〉‶╄[〈 ぁ╁╄[╄〈〈 ╁ ╉¨╋╄╃╇╇ 

«╊〉』【╇╈ ╃[〉╂»

02.05 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.25 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.25 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 01.30 ╃/] «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00 ]╄╈』┿]
10.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.20 》/《 «¨〈╁╄〈′｠╈ 》¨╃»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.25 》/《 «¨〈╁╄〈′｠╈ 》¨╃» (‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄)
13.25 》/《 «]╋¨〈[╇ ╁ ¨╀┿!»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃/] «〈┿╈′｠ ╁╄╉┿»
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
23.35 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
00.35 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇
02.05 》/《 «┿′╂╊╇╈]╉╇╈ ‶┿『╇╄′〈»
04.50 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.25 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 01.05 ╃/] «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00 ]╄╈』┿]
10.25 》/《 «╆┿]〈┿╁┿ ╁ ╂¨[┿》»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.25 》/《 «╆┿]〈┿╁┿ ╁ ╂¨[┿》» (‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄)
12.50 》/《 «′╄╈〈[┿╊を′｠╄ ╁¨╃｠»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
23.35 》/《 «]╋¨〈[╇ ╁ ¨╀┿!»
01.40 》/《 «′┿〉╉┿ ]′┿»
03.50 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
04.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.25 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 01.45 ╃/] «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00 ]╄╈』┿]
10.35 》/《 «]¨〈[〉╃′╇╉ 』╉»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.25 》/《 «]¨〈[〉╃′╇╉ 』╉» (‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄)
13.00 》/《 «╆¨╊¨〈┿ぅ [╄』╉┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
23.35 》/《 «′╄╈〈[┿╊を′｠╄ ╁¨╃｠»
02.15 》/《 «╁╇╃╇╋¨]〈を ╂′╄╁┿»
04.35 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
05.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.25 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 01.30 ╃/] «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00 ]╄╈』┿]
10.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 》/《 «╃[〉╂ ╋¨╈, ╉¨╊を╉┿»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.25 》/《 «╃[〉╂ ╋¨╈, ╉¨╊を╉┿» (‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄)
13.10 》/《 «╁┿╋ ╇ ′╄ ]′╇╊¨]を»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
23.35 》/《 «╆¨╊¨〈┿ぅ [╄』╉┿»
02.05 》/《 «╀╄╊｠╈ ¨╊╄┿′╃[»
04.15 〈/] «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»
05.20 ╃/《 «′┿〉╉┿ ¨ ╆╊╄»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.25 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╃/] «╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ [¨]]╇ぅ»
10.00 ]╄╈』┿]
10.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.05 》/《 «╊╄╁ ╂〉[｠』 ]╇′╇』╉╇′»
12.00 ]╄╈』┿]
12.25 》/《 «╊╄╁ ╂〉[｠』 ]╇′╇』╉╇′» (‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄)
13.00 》/《 «╀┿[》┿〈′｠╈ ]╄╆¨′»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «[¨╅╃╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇╄╈»
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
23.00 》/《 «¨‶╄[┿〈╇╁′┿ぅ [┿╆[┿╀¨〈╉┿»
00.55 》/《 «╋┿〈』 ‶¨╇′〈»

03.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃/《 «╋′¨╂¨╊╇╉╇╈ ╃[┿╉〉╊┿»

7.00 ╃/《 «′┿〉╉┿ ¨ ╃╄〈ぅ》»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.20 》/《 «╋╇¨, ╋¨╈ ╋╇¨»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/] «╅╇〈を ′┿ ╁¨╊╄. ぃ╅′┿ぅ ┿《[╇╉┿, ╂╄‶┿[-

╃｠ ╁ ‶〉]〈｠′╄»

11.00 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

12.00 』╄╊¨╁╄╉, ╆╄╋╊ぅ, ╁]╄╊╄′′┿ぅ

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

14.00 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

16.15 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

18.30 ]╄╈』┿]

18.55 》/《 «‶¨ ╃┿′′｠╋ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ [¨╆｠]╉┿»

20.20 》/《 «]╄╉[╄〈′｠╈ 《┿[╁┿〈╄[»

23.00 〈/] «【╄[╊¨╉»

00.55 》/《 «╁》¨╃ ╁ ‶〉]〈¨〈〉»

04.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.50 》/《 «[〉╉╇ ╁╁╄[》!»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00 ╁]〈[╄』╇ ′┿ ╋¨》¨╁¨╈

15.20 》/《 «‶╇[┿〈 ╄╂¨ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿»

17.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 》/《 «]╄╉[╄〈′｠╈ 《┿[╁┿〈╄[»

22.20 》/《 «╃╁╄′┿╃『┿〈を ]〈〉╊を╄╁»

01.35 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

02.35 》/《 «ぅ′╉╇»

05.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

05.55 ╃╇[╄╉〈¨[ ╃╇[╄╉『╇╇ ‶[¨╂[┿╋╋

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30, 01.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╄〈╇ ‶¨′╄╃╄╊を′╇╉┿»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00, 04.35 ╃/《 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿. ]》╁┿〈╉┿ ]¨ 

╁[╄╋╄′╄╋»
03.10 》/《 «][╄╃を ╀╄╊┿ ╃′ぅ»
05.05 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «][╄╃を ╀╄╊┿ ╃′ぅ»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.50 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «┿》, ╁¨╃╄╁╇╊を, ╁¨╃╄╁╇╊を...»
12.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
10.30 》/《 «╆╊¨╈ ╃〉》 ぅ╋╀〉ぅ»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
01.50 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

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 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00, 23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
02.00 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.45 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
05.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 «]╄╉[╄〈｠ ]‶¨[〈╇╁′｠》 ╃¨]〈╇╅╄′╇╈»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.25 ╀¨╄╁╇╉ «╉¨′〈[┿╀┿′╃┿»

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

』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «┿〈┿╋┿′»

16.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁]╄ 〈¨, ¨ 』╄╋ ╋｠ 〈┿╉ ╃¨╊╂¨ 

╋╄』〈┿╊╇»

18.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «2000.╋¨╋╄′〈 ┿‶¨╉┿╊╇‶]╇]┿»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.30 ╀¨╄╁╇╉ «2000. ╋¨╋╄′〈 ┿‶¨╉┿╊╇‶]╇]┿»

03.30 «]╄╉[╄〈｠ ]‶¨[〈╇╁′｠》 ╃¨]〈╇╅╄′╇╈»

6.00 «]╄╉[╄〈｠ ]‶¨[〈╇╁′｠》 ╃¨]〈╇╅╄′╇╈»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.15 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «〈┿╈′┿ 』╄[′｠》 ╃[¨╆╃¨╁»

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

『┿ 』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «┿〈┿╋┿′»

16.30 ╃[┿╋┿ «╆┿╊¨╅′╇╉»

18.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «ぁ‶╇『╄′〈[»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»

01.35 ╀¨╄╁╇╉ «ぁ‶╇『╄′〈[»

03.30 «]╄╉[╄〈｠ ]‶¨[〈╇╁′｠》 ╃¨]〈╇╅╄′╇╈»
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6:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
7:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
8:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
8:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
8:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
9:25 ╃¨[┿╃┿ – ╉¨[¨╊╄╁┿ ][╄╃╇╆╄╋′¨╋¨[をぅ
10:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
11:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
11:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇
12:20 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
13:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
14:00 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
14:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
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 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨]〈[¨╁┿》 ╀[╄〈┿′╇
1:30 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
2:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
2:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇
3:20 ╊¨╁╊ぅ [╄』′¨╂¨ ╉┿[‶┿ ╁ ╇′╃╇╇
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 ╃╇』を: ¨〈 [〉╅をぅ ╃¨ ‶[╇╊┿╁╉┿
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 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨╊╄′ぅ ╁ ┿[╂╄′〈╇′╄
5:10 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

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

6:20 ╊¨╁╊ぅ [╄』′¨╂¨ ╉┿[‶┿ ╁ ╇′╃╇╇
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 ╃╇』を: ¨〈 [〉╅をぅ ╃¨ ‶[╇╊┿╁╉┿
17:10 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:20 ╁╇【′╄╁┿ぅ ╉¨]〈¨』╉┿
18:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
19:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
19:45 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
20:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
20:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇
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 ¨》¨〈｠
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‶¨╆╃[┿╁╊ぅ╄╋ ╁╄〈╄[┿′¨╁!
2 そっゃさぇかは

‶けいょさぇゃかはっき し 90-かっすくうき のぉうかっっき ゃっすっさぇくぇ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに 
╉[╇╁╇╊╄╁┿ ╇ゃぇくぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ    

ぁすけ, ゃ けぉとっき-すけ くっ こさけしすけ:
╁いはすぬ, ょけあうすぬ ょけ ょっゃはくけしすぇ.
╅ういくう こせすぬ しけゃしっき くっ こさけしす.
╁にしおぇいぇすぬ たけすうき し かのぉけゃぬの
‶けあっかぇくうは いょけさけゃぬは,

]うか ょかは さぇいくにた ゃぇあくにた ょっか.
╇ っとひ たけすうき いぇきっすうすぬ:
╃っゃはくけしすけ かっす くぇ しゃっすっ – 
ぁすけ すけあっ くっ こさっょっか!

┿ょきうくうしすさぇちうは, ]けゃっす ゃっすっさぇくけゃ

ÊÀÐÒÓ ÌÈÐÀ ÑËÎÆÈËÈ Â ÁÅÐ¨ÇÎÂÑÊÎÌ
′┿]〈〉‶╇╁【╇╈ ╂¨╃ くぇしにとっく けしけぉにきう, «おさせゅかにきう», ょぇすぇきう ゃ うしすけさうう 

さけょくけゅけ ゅけさけょぇ. ‶けょゅけすけゃうかぇ おぇかっくょぇさぬ いくぇきっくぇすっかぬくにた う こぇきはすくにた しけ-
ぉにすうえ いぇゃっょせのとぇは ぇさたうゃくにき けすょっかけき ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ ¨かぬゅぇ ┿そぇくぇしぬっゃくぇ 
╆┿》┿[¨╁┿.

255 かっす くぇいぇょ うい けいっさぇ 【ぇさすぇて ょけ 
╀っさひいけゃしおけゅけ こさせょぇ くぇつぇかう しけけさせあぇすぬ 
おぇくぇか. ¨く ぉにか くせあっく ょかは せゃっかうつっくうは 
こけょぇつう ゃけょに ゃ いけかけすけこさけきにゃぇかぬくの. 
‶はすぬ かっす しこせしすは, すけ っしすぬ ゃ 1761-き, こけょ 
させおけゃけょしすゃけき すぇかぇくすかうゃけゅけ ゅけさくけゅけ 
きぇしすっさぇ ′. ╀ぇたけさっゃぇ こさうしすせこうかう お ゃけい-
ゃっょっくうの いけかけすけこさけきにゃぇかぬくけゅけ いぇゃけょぇ 
ゃ しっかっ ‶にてきうくしおけっ, おけすけさけっ う しすぇかけ 
こけいょくっっ  うきっくけゃぇすぬしは ‶にてきうくしおうき いぇ-
ゃけょけき. ╁ すけき あっ ゅけょせ ぉにかけ こさうくはすけ しこっ-
ちうぇかぬくけっ さってっくうっ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ こけ 
さぇいゃうすうの いけかけすけょけぉにつう くぇ ╀っさひいけゃしおうた 
こさけきにしかぇた. ‶さううしおう こけょつうくはかうしぬ ╀っさゅ-
おけかかっゅうう, くぇ こさけきにしかに おけきぇくょうさけゃぇかう 
219 ゅけさくにた しこっちうぇかうしすけゃ う こさうこうしぇかう 
ょっゃはすぬ すにしはつ おさっしすぬはく. 

╁ 1876 ゅけょせ くぇつぇか さぇぉけすぇすぬ きったぇくう-
つっしおうえ いぇゃけょ, おけすけさにえ くぇいゃぇかう «きったぇ-
くうつっしおうき いぇゃっょっくう-
っき». ╃ゃぇょちぇすぬ かっす 
しこせしすは けく しっさぬひいくけ 
こけしすさぇょぇっす けす こけ-
あぇさぇ. ╁ 1891-き 
ゅかぇゃくけせこさぇゃかはのとうえ 
╀っさひいけゃしおうきう こさけ-
きにしかぇきう ′.ぅ. ′っしすっ-
さけゃしおうえ しけしすぇゃうか 
おぇさすせ くぇてっゅけ けおさせゅぇ 
し くぇくっしひくくにきう くぇ 
くっえ ゃしっきう ういゃっしす-
くにきう くぇたけょおぇきう 
うしおけこぇっきにた おけしすっえ 
あうゃけすくにた う ょさっゃ-
くけしすっえ. 

′ぇつぇかけ くけゃけゅけ しすけ-
かっすうは ぉにかけ けすきっつっくけ 
こけょなひきけき しすぇつっつくけゅけ 
ょゃうあっくうは. 105 かっす 
くぇいぇょ いぇぉぇしすけゃおう こさうくっしかう せしこった  きぇしすっ-
さけゃにき きったぇくうつっしおけゅけ いぇゃけょぇ う ぉさうおっすくけ-
すけさそはくけえ そぇぉさうおう, けくう ょけぉうかうしぬ せょけゃかっす-
ゃけさっくうは しゃけうた すさっぉけゃぇくうえ. ╁ 1921 ゅけょせ 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき いぇゃけょっ けすおさにかしは さけょょけき, ぇ 
こはすぬ かっす しこせしすは ゃ ╋けくっすおっ くぇ しさっょしすゃぇ 
さぇぉけつおけきぇ – こっさゃぇは ておけかぇ. ╁ 1936-き 
ぉにかう こけしすさけっくに っとひ ょゃっ ておけかに: けょくぇ くぇ 
960 きっしす, くにくっ ねすけ いょぇくうっ ¨〉 わ1, ょさせゅぇは 
– ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ. 〈けゅょぇ けくぇ ぉにかぇ しっ-
きうかっすくっえ.

╁ こっさゃにえ こけしかっゃけっくくにえ ゅけょ, 65 かっす 
くぇいぇょ, けすおさにかしは こさけすうゃけすせぉっさおせかひいくにえ 
ょうしこぇくしっさ くぇ 20 おけっお. ╄とひ けょくけ ゃぇあくけっ 
ょかは いょさぇゃけけたさぇくっくうは ╀っさひいけゃしおけゅけ しけ-
ぉにすうっ こさけういけてかけ ゃ 1951 ゅけょせ: ゃ しゃはいう 
し さっけさゅぇくういぇちうっえ いけかけすけょけぉにつう ぉにかう 
かうおゃうょうさけゃぇくに しすぇさぇすっかぬしおうっ ぇさすっかう. 
′ぇ けぉとっき しけぉさぇくうう ぇさすっかぬとうおう さってうかう 
くっ ょっかうすぬ ょっくっあくにっ くぇおけこかっくうは, ねすけ ぉけ-
かっっ ょゃせた きうかかうけくけゃ させぉかっえ, ぇ ゃくっしすう うた 
くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ  すぇお くぇいにゃぇっきけゅけ ╀けかぬ-
くうつくけゅけ ゅけさけょおぇ, ゃ おけすけさけき けしすさけ くせあょぇ-
かうしぬ あうすっかう. 

‶けかしすけかっすうは くぇいぇょ せ くぇし こけはゃうかけしぬ 
けすょっかっくうっ ╁しっさけししうえしおけゅけ けぉとっしすゃぇ けたさぇ-
くに こさうさけょに, ぇ すぇおあっ ぉにか いぇかけあっく ぉせょせとうえ 
ゅけさけょしおけえ こぇさお ゃけいかっ しすさけはとっゅけしは てうさけおけ-
ねおさぇくくけゅけ おうくけすっぇすさぇ «╃させあぉぇ».

╁ 1976 ゅけょせ くぇ きっしすっ てぇたすに «]けゃっす-
しおぇは», くぇ すっささうおけくっ せ ぇゃすけしすぇくちうう, けす-
おさにかしは こぇきはすくうお すさせょけゃけえ ゅけさくはちおけえ 
しかぇゃに. ╇しすけさうつっしおけっ きっしすけ けぉせしすさぇうゃぇかう 

てぇたすひさに させょくうおぇ うきっくう ╉うさけゃぇ. 30 かっす 
くぇいぇょ くぇ てぇたすっ «]っゃっさくぇは», くぇ ゅけさういけくすっ 
500 きっすさけゃ ぉにかう けぉくぇさせあっくに くっしおけかぬおけ 
おさせこくにた しぇきけさけょおけゃ ゃっしけき ぉけかっっ おうかけ-
ゅさぇききぇ! ╁ すけき あっ 1981 ゅけょせ ゃ ╋けしおゃっ, ゃ 
てすぇぉ-おゃぇさすうさっ ╋っあょせくぇさけょくけえ けさゅぇくういぇ-
ちうう きっすぇかかせさゅけゃ しきけくすうさけゃぇかう しけいょぇくくせの 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき うい こけょっかけつくにた おぇきくっえ おぇさ-
すせ きうさぇ. 

]ゃけひ ょゃぇょちぇすうかっすうっ けすきっすうす くにく-
つっ そうかうぇか ¨¨¨ «]すさけうすっかぬくぇは おけきこぇくうは 
[¨]〈» う 15-かっすうっ – ておけかぇ-しすせょうは «[け-
しすけお», しけいょぇくくぇは こさう ちっくすさっ ょっすしおけゅけ う 
のくけてっしおけゅけ すゃけさつっしすゃぇ ょかは ょっすっえ, くっ こけ-
しっとぇのとうた ╃¨〉. 〈ぇおあっ ゃ 1996 ゅけょせ こけ-
はゃうかけしぬ ¨┿¨ «〉ゅけさぬっ», ょけぉにゃぇのとっっ こう-
すぬっゃせの ゃけょせ. 

╂けょ すけかぬおけ くぇつぇかしは, う きに きけあっき こさけしかっ-
ょうすぬ おぇかっくょぇさぬ いくぇきっくぇすっかぬくにた ょぇす う こけ 

きっしはちぇき. ╁ はくゃぇさっ 
うしこけかくうかけしぬ 65 かっす 
ょっすしおけえ しこけさすうゃくけえ 
ておけかっ. ╁ こっさゃにえ きっ-
しはち 1951 ゅけょぇ ゃ さぇえ-
けくっ ╋けくっすくけゅけ ぉにかけ 
しけいょぇくけ こさっょこさうはすうっ 
こけ さっきけくすせ すさっかひ-
ゃけつくにた すさぇおすけさけゃ う 
かっしけゃけいくにた ぇゃすけきけ-
ぉうかっえ. ¨ょくけゃさっきっくくけ 
ゃ いぇゃけょしおけき さぇえけくっ 
しすさけうすしは こけしひかけお. 
╃っしはすぬ かっす しこせしすは 
╋[╋╆ さっけさゅぇくういせのす ゃ 
╋けくっすくにえ すさぇおすけさけ-
さっきけくすくにえ いぇゃけょ. ′ぇ 
こはすぬ かっす っゅけ きけかけあっ 
╀っさひいけゃしおけっ しすさけう-
すっかぬくけっ せこさぇゃかっくうっ 

すさっしすぇ «〉さぇかねくっさゅけしすさけえ». ╁ こっさゃにえ あっ 
ゅけょ しゃけっえ ょっはすっかぬくけしすう ╀]〉 しょぇひす ゃ ねおし-
こかせぇすぇちうの 1024 おゃ. き あうかぬは.  25 はくゃぇさは 
1991 ゅけょぇ ぉにか しけいょぇく おけきうすっす こけ いっきっかぬ-
くけえ さっそけさきっ う いっきっかぬくにき さっしせさしぇき ゅ. ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ. 

╁ そっゃさぇかっ すけゅけ あっ ゅけょぇ こかぇくけゃせの おけ-
きうししうの ゅけさうしこけかおけきぇ こさっけぉさぇいけゃぇかう ゃ けす-
ょっか こけ ねおけくけきうおっ うしこけかおけきぇ ゅけさしけゃっすぇ. 

‶けかゃっおぇ くぇいぇょ, ゃ きぇさすっ, くぇ ぉぇいっ きっかおうた 
こけょしけぉくにた たけいはえしすゃ させょくうおぇ うきっくう ╉うさけ-
ゃぇ, ¨[]ぇ ╋けくっすくけゅけ すけさそけこさっょこさうはすうは, 
こっさゃけゅけ すさっしすぇ しすけかけゃにた ]ゃっさょかけゃしおぇ う ]ぇ-
さぇこせかぬしおけゅけ けすょっかっくうは ╉けききせくうしすうつっしおけゅけ 
しけゃたけいぇ ぉにか しけいょぇく しけゃたけい «【うかけゃしおうえ». 
‶っさゃけくぇつぇかぬくけ けく いぇくうきぇかしは こさけういゃけょ-
しすゃけき けゃけとっえ, きけかけおぇ う きはしぇ. ╁ たけいはえしすゃっ 
しけょっさあぇかう おさせこくにえ さけゅぇすにえ しおけす, ぇ すぇおあっ 
しゃうくっえ, おさけかうおけゃ う かけてぇょっえ. 

╁ ぇこさっかっ しすけうす ゃしこけきくうすぬ くぇつぇかけ ょけ-
ぉにつう すけさそぇ ゃ ╋けくっすくけき くぇ こっさゃけき きったぇ-
くういうさけゃぇくくけき すけさそけこさっょこさうはすうう. 〉あっ ゃ 
こっさゃにえ しっいけく, 80 かっす くぇいぇょ, いょっしぬ しせきっかう 
いぇゅけすけゃうすぬ 111,4 すにしはつう すけくくに すけこかうゃぇ. 
╃かは こっさゃけえ けつっさっょう 〉さぇかきぇてぇ ねすけ ぉにか 
いぇこぇし くぇ ゅけょ. ╁ すけき あっ きっしはちっ, くけ こはすぬ 
かっす しこせしすは, くぇつぇかぇしぬ ょけぉにつぇ すけさそぇ う ゃ 
╊けしうくけき. ╆ぇ しっいけく こけしすぇゃうかう 85 すにしはつ 
すけくく すけこかうゃぇ ょかは こっさゃっくちっゃ こっさゃけえ こは-
すうかっすおう – 〉さぇかきぇていぇゃけょぇ, ′けゃけすさせぉくけ-
ゅけ いぇゃけょぇ  う 〉さぇかゃぇゅけくいぇゃけょぇ. ╇きっくくけ ゃ 
しっさっょうくっ ゃっしくに 1946 ゅけょぇ いぇゃけょ しすさけう-
すっかぬくにた おけくしすさせおちうえ しけけさせょうか こっさゃにえ 
ゃ しすさぇくっ ょけき うい しすっくけゃにた こぇくっかっえ. 22 
ぇこさっかは 1961 ゅけょぇ けすおさにかぇしぬ ╊けしうくぇは 
ておけかぇ-うくすっさくぇす ょかは ょっすっえ さぇぉけつうた すけさ-
そけこさっょこさうはすうは. ‶けいあっ ゃ ╊【╇ しすぇかう くぇ-
こさぇゃかはすぬ ょっすっえ うい きぇかけうきせとうた しっきっえ 
う しけちうぇかぬくにた しうさけす. ‶っさゃけぇこさっかぬしおうき 
ょくひき 1966-ゅけ ぉにか こせとっく ゃ ねおしこかせぇすぇちうの 
╀っさひいけゃしおうえ おけすっかぬくけ-きったぇくうつっしおうえ いぇ-
ゃけょ, しこっちうぇかういうさけゃぇゃてうえしは くぇ ゃにこせしおっ 
こさけょせおちうう ょかは くせあょ すけこかうゃくけ-ねくっさゅっすう-
つっしおけゅけ おけきこかっおしぇ  しすさぇくに. 

╋ぇえ ぉせょっす けすきっつっく 150-かっすうっき ゃけか-
くっくうえ きぇしすっさけゃにた ╀っさひいけゃしおけゅけ いぇゃけ-
ょぇ, ゃにいゃぇくくにた けゅかぇてっくうっき «‶けかけあっ-
くうは けぉ けしゃけぉけあょっくうう ゅけさくけいぇゃけょしおけゅけ 
くぇしっかっくうは けす けぉはいぇすっかぬくにた さぇぉけす». ╁ 
ょけかゅけあょぇくくけき せおぇいっ さぇぉけつうっ くっ くぇてかう 
けぉっとぇくくけえ ゃけかう. ╁にしすせこかっくうは こさけょけか-
あぇかうしぬ ょっしはすぬ ょくっえ う ぉにかう こけょぇゃかっくに 
ゃけえしおぇきう う けさっくぉせさゅしおうきう おぇいぇおぇきう. 25 
きぇは 1941 ゅけょぇ, くぇおぇくせくっ ゃけえくに, しけしすけはか-
しは こっさゃにえ ゃにこせしお ておけかに 《╆¨ わ10, くにくっ 

╀っさひいけゃしおうえ すったくうおせき «‶さけそう». ]さっょう 
こっさゃにた ゃにこせしおくうおけゃ – ういゃっしすくにっ くぇてう 
いっきかはおう ′.]. ╋けしうく, ┿.╋. ╉けいっかぬしおうた, 
╄.′. ╇ゃぇくけゃぇ.

╁ うのくっ 1746 ゅけょぇ こさせししおうえ ゅけさくにえ 
しけゃっすくうお ╇けゅぇくく-╂けすかうぉ ╊っきぇく くぇ いぇ-
しっょぇくうう [けししうえしおけえ ┿おぇょっきうう くぇせお 
しょっかぇか ょけおかぇょ けぉ けすおさにすうう くぇ 〉さぇかっ, ゃ 
さぇえけくっ ╀っさひいけゃしおけゅけ こけしっかっくうは, ょけしっかっ 
くっういゃっしすくけゅけ きうくっさぇかぇ, ゃこけしかっょしすゃうう 
くぇいゃぇくくけゅけ おさけおけうすけき. ╃けかゅけっ ゃさっきは 
ねすけ きっしすけさけあょっくうっ けしすぇゃぇかけしぬ っょうく-
しすゃっくくにき ゃ きうさっ. ‶っさゃけゅけ うのくは 1756 
ゅけょぇ ぉにかぇ いぇかけあっくぇ こっさゃぇは ゃ ╀っさひいけゃ-
しおけき いぇゃけょっ ちっさおけゃぬ – ゃけ うきは ‶さけさけおぇ 
╇かうう. ╆ぇおぇいつうおけき ょっさっゃはくくけゅけ たさぇきぇ 
ゃにしすせこうか こさけすけうっさっえ 《ひ-
ょけさ ╉けつくっゃ. 50 かっす くぇいぇょ, 
ゃ うのくっ 1961-ゅけ, ╀╆]╉ けしゃけ-
うか ゃこっさゃにっ ゃ しすさぇくっ こさけ-
ういゃけょしすゃけ すさせぉ ぉけかぬてけゅけ 
ょうぇきっすさぇ. ┿ 15 かっす しこせしすは, 
すけあっ ゃ うのくっ, うき ぉにか こさう-
しゃけっく ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ 
╆くぇお おぇつっしすゃぇ. ぁすけ こっさゃけっ 
ゃ しすさけえうくょせしすさうう しすさぇくに 
ういょっかうっ, せょけしすけっくくけっ こけ-
つひすくけゅけ こはすうせゅけかぬくうおぇ. 
¨ょうく うい っゅけ «ぇゃすけさけゃ», 
《.╆. ‶させすおうく, ぉにか くぇゅさぇあ-
ょひく きっょぇかぬの ╁╃′》.

╇のかぬ いぇこけきくうすしは 60-かっすうっき しけ ょくは こせ-
しおぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの てぇたすに «ぃあくぇは». ¨くぇ 
ぉにかぇ こさけえょっくぇ こけ すったくうつっしおけきせ こさけっお-
すせ «╂うこさけいけかけすけ» ょかは さぇいさぇぉけすおう のあくけえ 
つぇしすう ╀っさひいけゃしおけゅけ いけかけすけさせょくけゅけ きっしすけ-
さけあょっくうは. ╆ょっしぬ しすぇかう うしこけかぬいけゃぇすぬ ぉけかっっ 
しけゃさっきっくくせの すったくけかけゅうの ょけぉにつう う さぇいさぇ-
ぉけすおう させょに. 

』っき こぇきはすっく ぉせょっす ぇゃゅせしす? 255 かっす くぇ-
いぇょ, 28 ぇゃゅせしすぇ 1756 ゅけょぇ, おさっしすぬはくうく ょっ-
さっゃくう ]すぇくけゃぇは ]っきひく 【ゃっちけゃ けすおさにか 
いけかけすけさせょくけっ きっしすけさけあょっくうっ, くぇいゃぇくくけっ 
]すぇくけゃしおうき. 6 ぇゃゅせしすぇ 1931 ゅけょぇ ぉにか しけいょぇく 
╀っさひいけゃしおうえ こさけょしくぇぉ, ゃ おけすけさにえ ゃけてかう 
きぇゅぇいうくに, しすけかけゃにっ, 【うかけゃしおけっ こけょしけぉくけっ 
たけいはえしすゃけ う こけてうゃけつくぇは きぇしすっさしおぇは. ]ゃけひ 
ょゃぇょちぇすうかっすうっ けすきっすうす ゃ ぇゃゅせしすっ おけきうすっす 
こけ ょっかぇき きけかけょひあう: けく ぉにか しけいょぇく こけ さっ-
てっくうの ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさしけゃっすぇ. ‶っさゃにきう 
させおけゃけょうすっかはきう ╉╃╋ ぉにかう ╃. ╀におぇしけゃ, ╇. 
〈うきうくぇ, 〈. ╉せさぉぇすけゃぇ.

』っすにさっ ょぇすに こさうたけょうすしは くぇ しっく-
すはぉさぬ. 55 かっす くぇいぇょ ぇさすっかぬ «‶けぉっょぇ» 
ぉにかぇ こっさっょぇくぇ ゃ ゅけしせょぇさしすゃっくくせの こさけ-
きにてかっくくけしすぬ う こさっけぉさぇいけゃぇくぇ ゃ ╀っさひ-
いけゃしおせの きっぉっかぬくせの そぇぉさうおせ. 1 しっくすはぉさは 

1966 ゅけょぇ けすおさにかぇしぬ ╋けくっすくぇは しこっちう-
ぇかぬくぇは ておけかぇ-うくすっさくぇす. 10 かっす しこせしすは, 
すぇおあっ ゃ ╃っくぬ いくぇくうえ, くぇつぇか さぇぉけすせ 
きっあておけかぬくにえ せつっぉくけ-こさけういゃけょしすゃっく-
くにえ おけきぉうくぇす. ╁ 1976-き ゃ くひき けぉせつぇかうしぬ 
400 しすぇさてっおかぇししくうおけゃ ぇゃすけょっかせ, きっすぇか-
かけけぉさぇぉけすおっ, ねかっおすさけすったくうおっ, てゃっえくけきせ 
ょっかせ, おせかうくぇさうう.  1 しっくすはぉさは 1981 ゅけょぇ 
くぇ ぉぇいっ ╂‶〈〉 わ84 けすおさにかしは こっさゃにえ ゃ 
ゅけさけょっ すったくうおせき – うくょせしすさうぇかぬくけ-こっょぇ-
ゅけゅうつっしおうえ.

«¨おすはぉさぬ せあ くぇ ょゃけさっ…» 13 けおすはぉさは 
1996 ゅけょぇ こけ うくうちうぇすうゃっ ′.┿. 】っさぉうくぇ 
ゃけいくうお ╀っさひいけゃしおうえ たけさ ゃっすっさぇくけゃ, ゃ 
おけすけさにえ ゃけてかう 30 かのぉうすっかっえ くぇさけょくけえ 
こっしくう. 

35 かっす くぇいぇょ, 6 くけはぉさは 1976 ゅけょぇ,  ゃ 
ねおしこっさうきっくすぇかぬくけき ちったっ 〉╆‶] こさけてかぇ 
こっさゃぇは こさけぉくぇは こかぇゃおぇ. ぁすけす きけきっくす う 
さってっくけ ぉにかけ しつうすぇすぬ ょくひき さけあょっくうは いぇ-
ゃけょぇ. 』っさっい きっしはち くぇてう きっすぇかかせさゅう ゃに-
こかぇゃうかう こっさゃにえ ゃ しすさぇくっ こさっちういうけくくにえ, 
すけ っしすぬ しゃっさたすけつくにえ, しこかぇゃ. ‶っさゃにきう 
けこさけぉけゃぇかう こっつぬ しすぇかっゃぇさに ╁.┿. ╃っしはすけゃ 
う ╁.′. ╋ぇえぉけさけょぇ.

╁ ょっおぇぉさっ 1971 ゅけょぇ ぉにか しょぇく ゃ ねおし-
こかせぇすぇちうの しぇくぇすけさうえ-こさけそうかぇおすけさうえ 
«]ぇきけさけょけお» させょくうおぇ うきっくう ╉うさけゃぇ. 〈けゅ-
ょぇ あっ さけょうかしは たけさ させししおけえ こっしくう ╃╉ «]け-
ゃさっきっくくうお», させおけゃけょうか おけすけさにき ╇.┿. ╇ゅ-
くぇすぬっゃ. ╁こけしかっょしすゃうう ゃけいゅかぇゃかはっきにえ せあっ 
╁.╁. ╃けぉさにくうくにき たけさ いぇゃけっゃぇか いゃぇくうっ 
«′ぇさけょくにえ おけかかっおすうゃ». ‶さう ╁.ぁ. 【うかぬょすっ 
けく こけかせつうか うきは «〉さぇかぬしおぇは いけさっくぬおぇ». 
╁ おけくちっ 1976-ゅけ しこさぇゃうかぇ くけゃけしっかぬっ ゅけ-
さけょしおぇは うくそけさきぇちうけくくけ-ゃにつうしかうすっかぬくぇは 
しすぇくちうは. 20 かっす くぇいぇょ, こけょ いぇくぇゃっし ゅけょぇ, 
ぉにかう こさっおさぇとっくに こけかくけきけつうは うしこけかくう-
すっかぬくけゅけ おけきうすっすぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけししけゃっ-
すぇ う こけしっかおけゃにた しけゃっすけゃ くぇさけょくにた ょっこせ-
すぇすけゃ. ╁きっしすけ くうた しけいょぇくに ぇょきうくうしすさぇちうう 
ゅけさけょぇ う こけしひかおけゃ.
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╂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

╆くぇおけきしすゃぇ ‶さけょせおすに こうすぇくうは

╅うゃけすくにっ

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

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., ′╀‶, くぇ ょかうす. しさけお, 
させししおけえ しっきぬっ. 8-965-52-23-644.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきっとっくうっ. 8-908-90-67-974.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 》けか. しおかぇょ, 170 き2, ょゃけっ ゃけ-
さけす, ゃにしけすぇ こけすけかおぇ 45 き, せょけぉ-
くにえ こけょなっいょ, ゃうょっけくぇぉかのょっくうっ, 
けたさぇくぇ, すせぇかっす. 『. 100 させぉ./き2, くぇ 
ょかうす. しさけお. ]けぉしすゃっくくうお. 8-922-
21-78-421.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╆っき. せつ-お., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 6 しけす. 
『. 1050 す.さ. (╇╅]). 8-950-19-24-133. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあくにえ ぉけおし, 23 き2, けゃけと. 
はきぇ. 8-908-90-03-657 (]けしくけゃにえ ぉけさ).

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく 
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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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-
59-926, ]っさゅっえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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. 8-950-65-70-277.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けかせこさうちっこ, 13,6 き, ぉけさす. 
8-950-65-70-277.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]っえそ-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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ゅかけゃぇは きはゅ. きっぉっかぬ, たけさ. 
しけしすけはくうっ. ′っょけさけゅけ. 4-50-67.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ]けかはさうえ. 8-908-90-67-974, 
8-904-54-98-500.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋せあつうくぇ 27 かっす, ぉっい ゃ/こ. ‶け-
いくぇおけきうすしは し ょっゃせておけえ けす 22 かっす, 
ぉっい ゃ/こ. 8-963-04-92-420.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 】っくけお こ/かぇえおう, 2 きっし. 219-
31-39.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. ょっす. しぇょ. 8-963-27-32-363.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお. 8-922-15-09-135.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╁┿╆-21093, 2002 ゅ.ゃ. 8-922-20-
59-926, ]っさゅっえ.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

¨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

╇とせ さぇぉけすせ
• ]ゃぇさとうお, 5 さぇいさはょ, ぉっい ゃ/こ. 
8-922-10-67-419.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ̈ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃ゃけさくうお, きせあ., くぇ こけかくにえ さぇ-
ぉけつうえ ょっくぬ, ょけしすぇゃおぇ, こうすぇくうっ. 
(343) 372-66-07, 8-922-03-01-410.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けゃぇさけゃっょ くぇ しおかぇょ (しすさけ-
うすっかぬくけ-けすょっかけつくにっ きぇすっさうぇかに) 
くぇ こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ,  ょけ-
しすぇゃおぇ, こうすぇくうっ. (343) 372-66-07, 
8-922-03-01-410.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお (きせあつうくぇ). 8-953-
04-26-441.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさうお くぇ こけかくにえ さぇぉけつうえ 
ょっくぬ, い/こ 15 す.さ., しゃけっゃさっきっくくけ. 
4-59-68, (343) 216-11-29.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «╄», ぇゃすけしかっ-
しぇさぬ. 8-904-54-93-348.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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 17-00, 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 つぇしけゃ, けこかぇすぇ しょっかぬくぇは けす 
20000 させぉ. ╃けしすぇゃおぇ, さ-けく 〉╆‶], 
せか. ╉けかぬちっゃぇは, 13 (けしす. ╋. ╂けさぬ-
おけゅけ). 〈っか. 215-89-16.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう-ねおしこっょうすけさに くぇ 
しかせあっぉくにっ ぇ/き "╂┿╆っかぬ", "Isuzu". 
266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお (こさうっきけしょぇすつうお), 
こさけょせおすに. 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さぇおすけさうしす くぇ ぉぇいせ. 266-30-33.
[╄╉╊┿╋┿

Â ãîðîäñêîé 
áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Áëàãî» 
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╋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;
- 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!

]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 [╄

╉╊
┿╋

┿



7brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
29 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
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

〈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
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╂╉ "《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

[╄╉╊┿╋┿

¨¨¨ «╀さけいねおし» 
しさけつくけ 

すさっぉせっすしは
ぁ╊╄╉〈[¨╋¨′〈╄[ 

(25-40 かっす, け/さ けす 1 ゅけょぇ, 
ぉっい ゃ/こ)

4-000-4
[╄╉╊┿╋┿

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

こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ:
すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-5 さぇいさはょぇ, 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは (けす 20 000 させぉ.)
すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-6 さぇいさはょぇ くぇ おけけさょうくぇすくけ-さぇしすけつくけえ 

しすぇくけお, けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは (けす 20 000 させぉ.)
すけおぇさっえ-おぇさせしっかぬとうおけゃ 4-5 さぇいさはょぇ, 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは (けす 20 000 させぉ.)
すけおぇさっえ 3-5 さぇいさはょぇ, 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは (けす 15 000 させぉ.)
しかっしぇさっえ-しぉけさとうおけゃ 4-6 さぇいさはょぇ 

(けす 17 000 させぉ.)
╀っい ゃさっょくにた こさうゃにつっお.

‶けかくにえ しけちうぇかぬくにえ こぇおっす. ╁にこかぇすぇ いぇさぇぉけすくけえ こかぇすに 
しゃけっゃさっきっくくけ. ╁けいきけあくぇ ょけしすぇゃおぇ ぇゃすけすさぇくしこけさすけき こさっょこさうはすうは.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 1ぇ 
(すっささうすけさうは ¨┿¨ «╋けくっすくにえ すさぇおすけさけさっきけくすくにえ いぇゃけょ»)

8 (34369) 3-49-36, 3-41-66, 8-919-36-69-546

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ «〉さぇか-しけす»
すさっぉせっすしは 

ぁ╉¨╊¨╂
けこにす さぇぉけすに くっ けぉはいぇすっかっく

4-01-60

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぢëóÇ¿íüíñ½ ¡ Öí½ Öí ï¡¿íÑ! 
づíïüóëñÖóñ üöíöí!

とÜÖöëÜ¿ñë▲-äëÜ¡¿ñúàó¡ó
どñä¿▲ú ï¡¿íÑ! ゐñ£ äñëñÖÜïí ÇëÜ£Üç! 

(Üä▲ö ëíßÜö▲: ï¡¿íÑ, ½íÇí£óÖ)

だäñëíöÜë ぢと
(Üä▲ö ëíßÜö▲, «1で» 7.7)

ゑÜÑóöñ¿á äÜÇëÜ£ôó¡í 
(Üä▲ö ëíßÜö▲ Öí ¿0ßÜ½ ~¿ñ¡öëÜäÜÇëÜ£ôó¡ñ)

ゑÜÑóöñ¿á ëóôöëí¡í
(Üä▲ö ëíßÜö▲ Öí ¿0ßÜ½ ~¿ñ¡öëÜäÜÇëÜ£ôó¡ñ)

ばäí¡Üçàóî▲
(Öí äÜïöÜ　ÖÖÜú ÜïÖÜçñ, ï ëñí¿áÖÜú äñëïäñ¡öóçÜú äÜç▲üñÖó　)

ばï¿Üçó　:
げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí: Ü¡¿íÑ + äëñ½ó　 ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ. 
ゑ▲ïÜ¡óú ïÜçÜ¡ÜäÖ▲ú ÑÜêÜÑ. 
ゑïñ äñëñëíßÜö¡ó Üä¿íôóçí0öï　. 
ゐñïä¿íöÖÜñ äóöíÖóñ (ÇÜë　ôóú ÜßñÑ)!
ゐñïä¿íöÖí　 ÑÜïöíç¡í (öÜÑí ó ÜßëíöÖÜ): Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, 
Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú.
ゎëíâó¡ ëíßÜö▲: 2 ï½ñÖ▲ ç  ÑñÖá (ï 9.00 — 20.00) + 2 ï½ñÖ▲ ç 
ÖÜôá (ï 21.00 — 8.00), 2 ç▲êÜÑÖ▲ê + çÜï¡ëñïñÖáñ çïñÇÑí ç▲êÜÑÖÜú 
ÑñÖá.
だâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ, ïÜî. äí¡ñö äÜ どと づぱ.

ぜñïöÜ ëíßÜö▲: ä. でíÑÜç▲ú, で¡¿íÑï¡Üú ¡Ü½ä¿ñ¡ï «ずÜÇÜäíë¡» 
とんと ぢづだぎびんどぽ と ぞんぜ: Öí íçö. ヽ56 Üö Üïö. «ぜñöëÜ ばëí¿½íü» ÑÜ 

Üïö. «とóëäóôÖ▲ú £íçÜÑ», Öíúöó — «だぢどどぎびぜんづとぎど».
どñ¿ñâÜÖ▲: 8 (343) 383-10-75 (ÑÜß. 526), 8-982-62-37-390 

ぎ¡íöñëóÖí ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçÖí

[╄
╉╊

┿╋
┿

«[せししおうえ たかっぉ»

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ:
{ きっくっょあっさ こけ さぇぉけすっ し おかうっくすぇきう

{ 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
{ ゃぇたすっさ { せぉけさとうちに

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

[╄
╉╊

┿╋
┿ 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 [╄
╉╊

┿╋
┿

デ┍┏│┍━〞┞ ┉┍┋┎〞┌┇┞ ┍─┙┞━┊┞┄┑ ┌〞─┍┏ 
┐┍┑┏┒┃┌┇┉┍━ ┐┑〞┏┗┄ 30 ┊┄┑ ┌〞 ┎┍┊┌┒┝ 

┇┊┇ ┖〞┐┑┇┖┌┒┝ ┆〞┌┞┑┍┐┑┛

8-922-22-75-274 
(━ ┏〞─┍┖┇┄ ┃┌┇ ┐ 11-00 ┃┍ 17-00)

[╄
╉╊

┿╋
┿

┬┫┦┩┽┩┱┬┩ ┲ ┳┴┲┦┩┨┩┱┬┬ ┵┲┥┴┤┱┬╃ ┳┲ ┵┲┧┯┤┵┲┦┤┱┬╂ 
┰┩┵┶┲┳┲┯┲┪┩┱┬╃ ┧┴┤┱┬┺┿ ┫┩┰┩┯╀┱┲┧┲ ┷┻┤┵┶┮┤

╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ «¨┿╆╇]», ゃ けすくけてっくうう いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, 
さぇしこけかけあっくくけゅけ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき, おけかかっおすうゃくにえ しぇょ わ 54/2, せつぇしすけお わ101 (お.く. 
66:35:0212013:28)

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ╀っかぬおけゃ ]. ┿., こさけあうゃぇのとうえ こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 15ぇ, おゃ. 1, すっか. 8-909-70-19-208.

]けぉさぇくうっ こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 01 きぇさすぇ 2011 
ゅけょぇ ゃ 10:00 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109.

′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう すさっぉせっすしは 
しけゅかぇしけゃぇすぬ ゅさぇくうちに: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, おけかかっおすうゃくにえ しぇょ わ54/2, せつぇしすけお わ100 
(お.く. 66:35:0212013:27), せつぇしすけお わ94 (66:35:0212013:23), せつぇしすけお わ102 
(66:35:0212013:29), こさっょしっょぇすっかぬ おけかかっおすうゃくけゅけ しぇょぇ.

] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは ゃ ¨¨¨ «¨ぇいうし» 
(ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109). 

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは け こさけゃっょっくうう しけゅかぇしけゃぇくうは 
きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 09 そっゃさぇかは 
2011 こけ 01 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109. 

[╄╉╊┿╋┿

╉けくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» ╉けつ-
おぇさひゃ ╇かぬは ┿くょさっっゃうつ しけけぉとぇっす け こさけょぇあっ こけ ょけゅけゃけさぇき 
おせこかう-こさけょぇあう, いぇおかのつぇっきにき ぉっい こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ, うきせ-
とっしすゃぇ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす»: ぇゃすけすったくうおう, しすぇくおけゃ, 
きぇてうく う けぉけさせょけゃぇくうは, けさゅすったくうおう, すけゃぇさくけ-きぇすっさうぇかぬくにた 
ちっくくけしすっえ う きくけゅけっ ょさ.

‶さけょぇあぇ うきせとっしすゃぇ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» けしせとっしす-
ゃかはっすしは し こけしかっょけゃぇすっかぬくにき しくうあっくうっき くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけ-
ょぇあう.

¨いくぇおけきうすぬしは し たぇさぇおすっさうしすうおぇきう こさけょぇゃぇっきけゅけ うきせとっ-
しすゃぇ, せいくぇすぬ ちっくせ こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ, ょっえしすゃせのとせの ゃ しけ-
けすゃっすしすゃせのとうえ こっさうけょ ゃさっきっくう う こけかせつうすぬ ょけこけかくうすっかぬくせの 
うくそけさきぇちうの きけあくけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉けきうく-
すっさくぇ, 16, けそ. 204 こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇこうしう, こけしさっょしすゃけき 
ねかっおすさけくくけえ しゃはいう: e-mail ay_kia@mail.ru, ぇ すぇおあっ こけ すっか.: 
(343) 356-51-26. [╄╉╊┿╋┿

╉けくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ 』っさくにた ╁.╇. (620075, ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ, せか. ╂けさぬおけゅけ, 31, (343) 371-54-05)  ゃ しけけすゃっすしすゃうう し さってっくう-
っき けぉとっゅけ しけぉさぇくうは おさっょうすけさけゃ ¨┿¨ «╀っさっいけゃしおぇは おけゃさけゃぇは そぇ-
ぉさうおぇ» けす 28.05.10 ゅ. けぉなはゃかはっす け こさけょぇあっ くぇ すけさゅぇた こけしさっょしすゃけき 
こせぉかうつくけゅけ こさっょかけあっくうは  しかっょせのとっゅけ うきせとっしすゃぇ: 

‶っさうけょ, こけ うしすっつっくうう おけすけさけゅけ こけしかっょけゃぇすっかぬくけ しくうあぇっすしは 
ちっくぇ こさっょかけあっくうは こけ かけすぇき, しけしすぇゃかはっす 5 ょくっえ, ゃっかうつうくぇ しくう-
あっくうは くぇつぇかぬくけえ ちっくに – 5%.  『っくぇ けすしっつっくうは – こけ うしすっつっくうう 
30 ょくっえ. 《けさきぇ こけょぇつう こさっょかけあっくうえ け ちっくっ うきせとっしすゃぇ けすおさに-
すぇは, ちっくぇ せおぇいにゃぇっすしは ゃ いぇはゃおっ. ‶けぉっょうすっかっき すけさゅけゃ こけ こさけょぇ-
あっ うきせとっしすゃぇ ょけかあくうおぇ こけしさっょしすゃけき こせぉかうつくけゅけ こさっょかけあっ-
くうは こさういくぇっすしは せつぇしすくうお すけさゅけゃ, おけすけさにえ こっさゃにき こさっょしすぇゃうか 
ゃ せしすぇくけゃかっくくにえ しさけお いぇはゃおせ くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた, しけょっさあぇとせの 
こさっょかけあっくうっ け ちっくっ うきせとっしすゃぇ ょけかあくうおぇ, おけすけさぇは くっ くうあっ くぇ-
つぇかぬくけえ ちっくに こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ ょけかあくうおぇ, せしすぇくけゃかっくくけえ ょかは 
けこさっょっかっくくけゅけ こっさうけょぇ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ. ] ょぇすに けこさっょっかっくうは 
こけぉっょうすっかは すけさゅけゃ こけ こさけょぇあっ うきせとっしすゃぇ ょけかあくうおぇ こけしさっょしすゃけき 
こせぉかうつくけゅけ こさっょかけあっくうは こさうっき いぇはゃけお こさっおさぇとぇっすしは. ╉ せつぇしすうの 
ゃ すけさゅぇた ょけこせしおぇのすしは のさうょうつっしおうっ う そういうつっしおうっ かうちぇ, こけょぇゃてうっ 
こけ きっしすせ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ いぇはゃおせ し こさうかけあっくうっき しかっょせのとうた 
ょけおせきっくすけゃ: ゃにこうしおぇ うい ╄╂[ぃ╊/╄╂[╇‶ うかう くけすぇさうぇかぬくけ いぇゃっ-
さっくくぇは おけこうは ゃにこうしおう; くけすぇさうぇかぬくけ いぇゃっさっくくにっ おけこうう ゃにこうしけお 
け ゃおかのつっくうう ゃ ╄╂[ぃ╊, こけしすぇくけゃおっ くぇ くぇかけゅけゃにえ せつっす, せつさっょう-
すっかぬくにた ょけおせきっくすけゃ; ょけおせきっくす, こけょすゃっさあょぇのとうえ こけかくけきけつうは 
させおけゃけょうすっかは のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ, こけかくけきけつうは いぇはゃうすっかは; おけこうう 
ょけおせきっくすけゃ, せょけしすけゃっさはのとうた かうつくけしすぬ (ょかは そういうつっしおけゅけ かうちぇ). 
╃けゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ こけょこうしにゃぇっすしは ゃ ょっくぬ さっゅう-
しすさぇちうう いぇはゃおう. ]さけお こけかくけえ けこかぇすに – 15 ょくっえ し ょぇすに いぇおかのつっくうは 
ょけゅけゃけさぇ こけ さっおゃういうすぇき ¨┿¨ «╀っさっいけゃしおぇは おけゃさけゃぇは そぇぉさうおぇ» 
-  ╇′′/╉‶‶ 6604001061/660401001, さ/し 40702810862450000068, 
ゃ ¨┿¨ «〉╀[╇[» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, お/し 30101810900000000795, ╀╇╉ 
046577795.

№ Наименование
Начальная 

цена (руб.) 

Цена 

отсечения 

(руб.)

ЛОТ №2 Ковры из полипропиленовых нитей 5 804,52 м2 824 355,85 605 977,30

ЛОТ №3 Ковры из шерстяных нитей 2 218,75  м2 838 948,25 616 704,06

ЛОТ №4 Дорожки из чисто шерстяных нитей 976,31 м2 356 941,45 262 384,77

ЛОТ №5 Ковры из чисто шерстяных нитей 2 736,70 м2 865 011,16 635 862,69

ЛОТ №6 Дорожки из шерстяных нитей 442,69 м2 161 849,17 118 974,01
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ゾ┎┄┏〞┑┍┏ ダザ 
━ ┍┑┃┄┊ ┐─┚┑〞

(┇┍─┍┈┅ "1デ")

ヮ┒└│〞┊┑┄┏ 
(┇┍─┍┈┅ "1デ")

8-909-01-61-095
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ДРОВА 

СРУБЫ

8-922-10-75-529
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ヅ─┍┏┘┇┉-
┉┍┋┎┊┄┉┑┍━┘┇┉ 

┌〞 ┐┉┊〞┃

8-963-05-08-225
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〉』[╄╃╇〈╄╊を ╂┿╆╄〈｠:
ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
╇╆╃┿〈╄╊を: ╀っさっいけゃしおけっ ╋┿〉 
“[っょぇおちうは ゅぇいっすに “╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ”.

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 65670. 〈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).

[╄╉╊┿╋┿
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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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╉〉‶╄-‶[¨╄╉〈
- 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

Ìû 

îòêðûëèñü!

｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû

｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196

づぎとずんぜん

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

Òàêñè 

«Ëàíäî+»
{〈′╋‶′╉ ｠╉〈ぇ
{╅ぇ『』》╄ょ 《〉╈╄を╄ ]╄ぁ′〈ぇ
{《》〉】╉『『′〉〈╄[ぉ〈ぇ╉ 
╆〉╈′』╉[′
{《〉╉╋╈‶′ 〉』 50 》【╅[╉¨

8-909-00-53-707
êðóãëîñóòî÷íî

かせつてっっ すぇおしう ゅけさけょぇ
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ガ┎┐┎┃─┟ 
ジダヅジダガゴゾダケヮ 

ケ─┋┅┍┒┈┍─ ヴ┅┎┐┃┈┅│┍─,
┏┎┇┄┐─│┋┟┅┌ ケ─┑ ┑ ┞━┈┋┅┅┌!

‶けすっさはかしは こせてうしすにえ 
ょにきつぇすにえ おけす!
‶けかけゃうくおぇ くけしうおぇ, 

かぇこおう う ゅさせょおぇ ぉっかにっ.
╆ぇさぇくっっ ぉかぇゅけょぇさうき いぇ かのぉせの 

うくそけさきぇちうの.

8-906-80-06-167
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Óâàæàåìàÿ 
Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà 

Êîðêîäèíîâà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ 

ñ 80-ëåòèåì!

』 まいけしかかす てそちきかつてうかせせふす つしあうせふす!
ゅてそて たちあくおせけさ うそしせとまはけこ つあすふこ,

》そてそすと ねてそ うあきせかこ おあてふ せかて.
╇つか たちけくせあせへみ くあつしとえ, おそつてけきかせけこ
《てくそうとてつみ たとつてへ う つかちおぬか てかたしそす.

』ねあつてへみ! 『あおそつてせふに おせかこ! 』 まいけしかかす!
』けし! ′おそちそうへみ! 】おあねけ うそ うつかす!

╁にこせしおくうおう 10 "┿" おかぇししぇ, 1956 ゅ., ておけかに わ1

╅っかぇっき ゃぇき いょけさけゃぬは, しつぇしすぬは, 
せょぇつう う ぉかぇゅけこけかせつうは! 

] かのぉけゃぬの さけょくにっ う ぉかういおうっ

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ìóæà, 
îòöà, äåäóøêó

Õîëóåâà Âèêòîðà Èâàíîâè÷à
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ! 

È ëþáèìîãî ñûíà, 
áðàòà, ìóæà, ïàïó

Õîëóåâà Þðèÿ Âèêòîðîâè÷à 
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß!

ï○＝⊂や◇□【≠￥や●◎○＠≠□≠＠℃╇
゛○や＝■∋【╇や£【£や●◎≠≧＝≠╇や§○＠○＝【╆
＾○＠○－⊃℃や≠⊆≠や☆≠や－◇≠や●◎○●≠＠℃╇
ゝ□≠£＠【や≠⊆≠や☆≠や－◇∨や－○＝【╆
’＋℃＠≠￥やë【∋
｀◎【′＝☆℃↓☆⊂￥や℃や◇－≠□＠⊂￥╆
ｸｰやまや∪□○や☆≠や±○＝【‶
â○＠±℃→や＠≠□や℃や∨＋＠○☆⊃や－や＋≠＠○§や↑－≠□≠╇
¨【＝○◇□℃╇や■＝【↓℃や℃や＝○＋◎【‶

ケ─┘┈ │┛┏┓┑┊┍┈┊┈ 1971 ┃., ┘┊┎┋┛ り1, 10 "ケ" ┊┋─┑┑─

УEU;GBKV <?K?E?C –
ЭLH L<HC X;BE?C!

МU P?EM?F L?;Y, H;GBF:?F,
МGH=H J:>HKLGUO >G?C

И KIHDHCGUO GHQ?C,
ДHE=HC @BAGB, A>HJH<VY @?E:?F!

УEU;GBKV <?K?E?C –УEU;GBKV <?K?E?C –
ЭLH L<HC X;BE?C!ЭLH L<HC X;BE?C!

МU P?EM?F L?;Y, H;GBF:?F,МU P?EM?F L?;Y, H;GBF:?F,
МGH=H J:>HKLGUO >G?CМGH=H J:>HKLGUO >G?C

И KIHDHCGUO GHQ?C,И KIHDHCGUO GHQ?C,
ДHE=HC @BAGB, A>HJH<VY @?E:?F!ДHE=HC @BAGB, A>HJH<VY @?E:?F!

Дорогого 

Баранова Владимира Семеновича
с наступающим 80-летним юбилеем!

С любовью Наташа, Денис, Антон

〈ＡＺＦが ３ＱｂＬＦが ＵＷ０３ＱｂＬＦ

〈ＳＷＳ４ｂｑが Ｎｑ１ＦＰｂｑ Ｐ０Ｐｂが １０１ｂｊＬｂ

∴ＡＬＦＱｂ 〔ＮＡＬＸ０Ｑ８Ｗｂ ≠０Ｚ３ＡＡ３Ｑｂ
ＵＳＥ８Ｗ０３ＮｒＡＰ Ｘ ΒヰどＮＡＺＱＦＰ ｑ１ＦＮＡＡＰぁ

〈ＡＺＦが ３ＱｂＬＦが ＵＷ０３ＱｂＬＦ〈ＡＺＦが ３ＱｂＬＦが ＵＷ０３ＱｂＬＦ

В:K K X;BE??F IHA>J:<EY?F,
ДMRHC @?E:?F G? KL:J?LV, 
ПJHR?>RBO E?L G? A:F?Q:Y, 
Ж?E:?F LHEVDH FHEH>?LV!
З>HJH<VY DJ?IDH=H @?E:?F, 
ПH;HEVR? K<?LEUO YKGUO >G?C.
И, ?KEB FH@GH, IHKL:J:CL?KV
СLHE?LGBC <KLJ?LBLV X;BE?C!


