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‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ

‶はすくうちぇ, 11 きぇさすぇ
ぅしくけ, 

ょくひき +2+4, くけつぬの -11-13
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 5 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 747 きき さす.しす.
]せぉぉけすぇ, 12 きぇさすぇ

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき -1-3, くけつぬの -8-10
╁っすっさ のあくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 745 きき さす.しす.
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ÎÕÎÒÀ, ÁÐÀÒ, 
ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÎÕÎÒÓ…

┿くくぇ ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
【っしすけゅけ きぇさすぇ こさう くっかひすくけえ こけゅけょっ くぇ しすさっかぬぉうとっ こさけてかう しけさっゃくけゃぇくうは こけ けたけすくうつぬっきせ きくけゅけ-

ぉけさぬの. ‶けせつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ すさぇょうちうけくくにた いうきくうた しけさっゃくけゃぇくうはた ういなはゃうかう あっかぇくうっ 26 おけきぇくょ. 
¨さゅぇくういぇすけさに さってうかう こけさぇょけゃぇすぬ せつぇしすくうおけゃ う しょっかぇかう てっしすぬ こさういけゃにた きっしす.  【っしすけっ 
きっしすけ う かうちっくいうの くぇ いぇえちぇ こけかせつうかぇ おけきぇくょぇ «]すぇさけこにてきうくしお-1» (〉しすのあぇくうく ╇.┿., 
〉しすのあぇくうく ┿.┿., 〉しすのあぇくうく ┿.┿.). ‶はすけっ きっしすけ う かうちっくいうの くぇ ぉけぉさぇ いぇしかせあうかぇ 
おけきぇくょぇ «╀╋╆» (┿かかぇたゃっさょはく ╂.《., ╋ぇかぬおけゃ ╋.╂., ┿こしぇかうおけゃ ╁.┿.). 』っすゃひさすけっ 
きっしすけ う かうちっくいうの くぇ ぉけさけゃせの ょうつぬ こけかせつうかぇ おけきぇくょぇ «╉かのつっゃしお-1» (‶かっ-
ておけゃ ┿.╁., ╁けかけしくうおけゃ ].╇., ‶っすせたけゃ ┿.╇.). ‶けつひすくけっ すさっすぬっ きっしすけ う かう-
ちっくいうの くぇ ゃけょけこかぇゃぇのとせの ょうつぬ いぇゃけっゃぇかぇ おけきぇくょぇ «『′╇╇‶‶» (╄そう-
きけゃ ╄.╂., ╄そうきけゃ ].╂., ╃っきっくすぬっゃ ╋.╂.). ‶けつひすくけっ ゃすけさけっ きっしすけ う 
かうちっくいうの くぇ おけしせかの いぇしかせあっくくけ こけかせつうかぇ おけきぇくょぇ «]すぇくけ-
ゃぇは» (╀せつくっゃ ╁.]., ╂せかぬおけ ╁.′., ╁うおすけさけゃ ‶.╁.). ‶けぉっ-
ょうすっかっき しけさっゃくけゃぇくうえ しすぇかぇ おけきぇくょぇ «]すぇさけこにて-
きうくしお-2» (╉けかこぇおけゃ ┿.╁., 〈っきかはおけゃ ╇.′., ╉せさけつ-
おうく ╇.┿.), おけすけさぇは ぉにかぇ ゃけいくぇゅさぇあょっくぇ 
かうちっくいうっえ くぇ おぇぉぇくぇ-しっゅけかっすおぇ. 

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
10 ╋┿[〈┿ ╁ [¨]]╇╇ 

¨〈╋╄』┿╄〈]ぅ ╃╄′を ┿[》╇╁¨╁ 
╁ ねすけす ょっくぬ ゃ 1720 ゅけょせ ‶っ-

すさけき I ぉにか こけょこうしぇく こっさゃにえ ゃ 
[けししうう ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ ぇおす — 
«╂っくっさぇかぬくにえ さっゅかぇきっくす うかう 
〉しすぇゃ». ¨く けこさっょっかうか けしくけゃに 
けさゅぇくういぇちうう ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
せこさぇゃかっくうは ゃ しすさぇくっ う ゃゃひか ゃけ 
ゃしった ゅけしせょぇさしすゃっくくにた けさゅぇくぇた 
ゃかぇしすう ぇさたうゃに う ゅけしせょぇさしすゃっく-
くせの ょけかあくけしすぬ ぇおすせぇさうせしぇ (ぇさ-
たうゃぇさうせしぇ), おけすけさけきせ くぇょかっあぇ-
かけ «こうしぬきぇ こさうかっあくけ しけぉうさぇすぬ, 
けくにき さっっしすさに つうくうすぬ, かうしすに 
こっさっきっつうゃぇすぬ...».

1725 ゅ. – ╄おぇすっさうくぇ I せつさっょう-
かぇ けさょっく ┿かっおしぇくょさぇ ′っゃしおけゅけ.

1889 ゅ. – ぇきっさうおぇくしおうえ ぉうい-
くっしきっく うい ゅけさけょぇ ╉ぇくいぇし-]うすう 
(てすぇす ╋うししせさう) ┿かきけく ]すさけせょ-
あっさ いぇこぇすっくすけゃぇか ぇゃすけきぇすうつっ-
しおせの すっかっそけくくせの しすぇくちうの, つっき 
いぇしかせあうか すうすせか «けすちぇ ゃしった ┿〈]».

1940 ゅ. – ゃ ]]][ せすゃっさあょっくけ 
こけかけあっくうっ け こぇしこけさすぇた.

╃╁¨[『¨╁｠╈ 
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╉¨╋╋〉′┿╊╉┿
′╄ 〈¨╊を╉¨ 

╇╆-╆┿ 〈┿[╇《┿
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
′っけあうょぇくくけっ う さっいおけっ せゃっかうつっくうっ しつっ-

すけゃ いぇ けすけこかっくうっ ゃしこけかけてうかけ あうすっかっえ 
ょけきぇ わ3 くぇ せかうちっ ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ. 

– ╁ そっゃさぇかっ くぇき こさうくっしかう おゃうすぇくちうの こけ けこかぇ-
すっ おけききせくぇかぬくにた せしかせゅ, ゃ おけすけさけえ ぉにか ゃにしすぇゃ-
かっく しつひす いぇ けすけこかっくうっ ゃ すさう さぇいぇ ゃにてっ, つっき きに 
こかぇすうき ゃ しさっょくっき. ′ぇこさうきっさ, っしかう いぇ ょっおぇぉさぬ 
«こさうくっしかう» つせすぬ ぉけかぬてっ てっしすうしけす させぉかっえ, すけ 
ゃ そっゃさぇかっ – ちっかにた こけかすけさに すにしはつう! ‶さうつひき くっ 
すけかぬおけ くぇき, ゃしっき くぇてうき しけしっょはき すけあっ. [ぇいゃっ 
けこかぇすぇ きけあっす すぇお さっいおけ ゃにさぇしすう, くぇ ちっかにた すさう-
しすぇ こさけちっくすけゃ? ′ぇゃっさくけっ, こさけういけてかぇ おぇおぇは-すけ 
けてうぉおぇ, – ゃけいきせとぇかしは けょうく うい あうすっかっえ, ╂っくくぇ-
ょうえ ┿かっおしぇくょさけゃうつ.

╁ ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» こさうくはかう お しゃっょっくうの 
けぉさぇとっくうっ こけすさっぉうすっかっえ う ゃけこさけし さっょぇおちうう, 
こけょくはかう ょけおせきっくすに, さぇいけぉさぇかうしぬ. ╃っえしすゃうすっかぬ-
くけ, ゃ すさう さぇいぇ しつっすぇ ゃにさぇしすう くっ きけゅかう, ねすけ – すった-
くうつっしおぇは けてうぉおぇ. 

– ]つひすつうお すっこかけゃけえ ねくっさゅうう せしすぇくけゃかっく けぉ-
とうえ, くぇ ゃたけょっ ゃ ょけき. ¨ょくぇおけ, おさけきっ おゃぇさすうさ 
しけぉしすゃっくくうおけゃ, ゃ ょけきっ わ3 くぇ こっさゃけき ねすぇあっ 
さぇしこけかけあっくに きぇゅぇいうくに «SELA» う «╉くうゅう». ¨くう 
すけあっ はゃかはのすしは こけすさっぉうすっかはきう すっこかぇ, う こさっょけ-
しすぇゃかはのす くぇき こけおぇいぇくうは しけぉしすゃっくくにた, うくょうゃう-
ょせぇかぬくにた しつひすつうおけゃ, おけすけさにっ いぇすっき ゃにつうすぇのすしは 
うい けぉとっょけきけゃにた. 〈ぇおうき けぉさぇいけき, こさけうしたけょうす 
さぇいょっかっくうっ けこかぇすに ゃかぇょっかぬちっゃ きぇゅぇいうくけゃ う あう-
すっかっえ おゃぇさすうさ. ′け ゃ はくゃぇさっ きぇゅぇいうくに こさっょけしすぇ-
ゃうかう こけおぇいぇくうは こけいょくけ, うた くっ せしこっかう せつっしすぬ, う 
ぇゃすけきぇすういうさけゃぇくくぇは しうしすっきぇ しょっかぇかぇ さぇしつひす ょかは 
うくょうゃうょせぇかぬくにた こけすさっぉうすっかっえ うしたけょは うい けぉとうた 
こけおぇいぇくうえ, – けぉなはしくはっす こさうつうくせ, こけ おけすけさけえ 
こさけういけてかけ くっょけさぇいせきっくうっ, うしこけかくうすっかぬくにえ ょう-
さっおすけさ ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» ぃさうえ ╁っさっとぇゅうく.

‶け しかけゃぇき ぃさうは ╊っけくうょけゃうつぇ, ゃ おゃうすぇくちうはた 
いぇ きぇさす ょかは ょけきぇ わ3 くぇ せかうちっ ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ 
ぉせょっす しょっかぇく こっさっさぇしつひす: しきうくせしせっすしは 435 させ-
ぉかっえ. «』うしすぇは» こかぇすぇ しけしすぇゃうす こさうぉかういうすっかぬくけ 
すにしはつせ させぉかっえ. ╇ いょっしぬ せあっ ゃうくけゃぇすけ せゃっかうつっ-
くうっ すぇさうそぇ, おけすけさけっ こさけういけてかけ こけ ゃしっえ [けししうう 
し こっさゃけゅけ はくゃぇさは.

¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄

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

〉╅╄ ゃ つっすゃひさすにえ さぇい ╀っさひいけゃしおうえ すったくうおせき «‶さけそう» 
しすぇくけゃうすしは たけいはうくけき けかうきこうぇょ こさけそきぇしすっさしすゃぇ. ′にくつっ 

ぉっさっいけゃつぇくっ こさうくうきぇかう せつぇしすくうおけゃ II ねすぇこぇ ╁しっさけししうえしおけえ 
けかうきこうぇょに – さっぉはす うい せつさっあょっくうえ くぇつぇかぬくけゅけ う しさっょくっゅけ 
こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.

]けしすはいぇくうっ さぇいゃっさくせかけしぬ しさぇいせ こけ 
つっすにさひき けぉさぇいけゃぇすっかぬくにき こさけゅさぇき-
きぇき: ゃけょうすっかぬ おぇすっゅけさうう «B», しかっ-
しぇさぬ こけ さっきけくすせ ぇゃすけきけぉうかは, きぇしすっさ 
けすょっかけつくにた しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす う 
きぇしすっさ しすけかはさくけ-こかけすくうつくにた う こぇさ-
おっすくにた さぇぉけす. ╃かは こさっょしすぇゃうすっかっえ 
こさけそっししうう ゃ こさけういゃけょしすゃっくくにた きぇ-
しすっさしおうた, おせょぇ けくう けすこさぇゃうかうしぬ こけ-
しかっ すっしすうさけゃぇくうは, ぉにかう こさうゅけすけゃかっ-
くに おけくおせさしくにっ いぇょぇくうは.  

╋ぇかはさに こけょ こさうしきけすさけき あのさう いぇ-
くうきぇかうしぬ こさうゃにつくにき ょかは しっぉは ょっ-
かけき – おかっうかう けぉけう. ╄かっくぇ 』うおぇくちっゃぇ, 
しすせょっくすおぇ こっさゃけゅけ おせさしぇ すったくうおせきぇ 
«‶さけそう», ぇおおせさぇすくけ こけ さぇいきっすおっ くぇ-
おかっうゃぇっす ぉけさょのさ: すけつくけしすぬ ゃ ねすけき ょっかっ 
– ゅかぇゃくけっ! 

– ╆ぇ こさぇおすうつっしおうえ 
すせさ こっさっあうゃぇの きっくぬ-
てっ, つっき いぇ すっしす. ぅ けす-
ゃっすうかぇ くっ くぇ ゃしっ ゃけ-
こさけしに, – こさういくぇひすしは 
╊っくぇ.  

‶さぇおすうつっしおぇは つぇしすぬ 
いぇょぇくうは – けょくぇ うい しぇ-
きにた けすゃっすしすゃっくくにた. 
┿ゃすけしかっしぇさはき いぇ ょっ-
しはすぬ きうくせす こさっょしすけは-
かけ いぇきっくうすぬ すけさきけい-
くにっ おけかけょおう ╁┿╆ぇ. 
╋ぇしすっさぇ かけゃおけ せこさぇゃかはかうしぬ し  ぉぇか-
かけくくにき おかのつけき う ぉにしすさけ ゃにこけかくうかう 
いぇょぇくうっ.  ╇た おけかかっゅう – ゃけょうすっかう おぇすっ-
ゅけさうう «B» – しゃけえ ねおいぇきっく しょぇゃぇかう くぇ 
ぇゃすけょさけきっ. 

╂さけきつっ 
ゃしっゅけ けかうきこうぇょぇ こさけたけょうかぇ ゃ しすけかはさくけえ 
きぇしすっさしおけえ. 〈ぇき ゃけしっきぬ ぉせょせとうた きぇしすっ-
さけゃ ゃにこけかくはかう さぇいくけし ういょっかうは, けさせょせは 
しすぇきっしおぇきう う きけかけすおぇきう. 

[ぇぉけすせ せつぇしすくうおけゃ けちっくうゃぇかう つかっくに 
あのさう – こさけそっししうけくぇかに, こさっょしすぇゃうすっかう 
ゅけさけょしおうた こさっょこさうはすうえ. ╀けかぬてっ ゃしっゅけ 
こさういけゃにた きっしす ょけしすぇかけしぬ 〉さぇかぬしおけきせ 
おけかかっょあせ すったくけかけゅうう う こさっょこさうくうきぇ-
すっかぬしすゃぇ: っゅけ ゃけしこうすぇくくうおう いぇくはかう こっさ-
ゃけっ う すさっすぬっ きっしすぇ こけ しこっちうぇかぬくけしすう 
きぇかはさ, ぇ すぇおあっ しすぇかう かせつてうきう しさっょう 
しすけかはさけゃ. 》けいはっゃぇ けかうきこうぇょに けょっさあぇ-
かう こけぉっょせ しさっょう しかっしぇさっえ こけ さっきけくすせ 
ぇゃすけきけぉうかは, きぇかはさ «‶さけそう» しすぇか けぉかぇ-
ょぇすっかっき «しっさっぉさぇ». ╁ つうしかっ こさういひさけゃ 
‶けかっゃしおけえ こさけそっししうけくぇかぬくにえ かうちっえ 
うき. ╁.╇. ′ぇいぇさけゃぇ, こさけそっししうけくぇかぬくけっ 
せつうかうとっ «ぃくけしすぬ» (╁. ‶にてきぇ) う っおぇ-
すっさうくぉせさゅしおけっ ‶さけそっししうけくぇかぬくけっ せつう-
かうとっ わ122.

‶けぉっょうすっかう こけかせつうかう ょうこかけきに う ゅさぇ-
きけすに, すぇおあっ けくう けすこさぇゃはすしは くぇ すさっすうえ 
けぉかぇしすくけえ すせさ けかうきこうぇょに.

╁′╇╋┿′╇╄: ╉¨′╉〉[]! 
‶¨〈[╄╀╇〈╄╊を – ╂╊┿╁′｠╈ 

╁ ]╇]〈╄╋╄ ╅╉》
╀っさひいけゃしおけっ 〈¨ せこさぇゃかっくうは [け-

しこけすさっぉくぇょいけさぇ ゃ さぇきおぇた こさけゃっ-
ょっくうは ╁しっきうさくけゅけ ょくは こけすさっぉうすっ-
かは けぉなはゃかはっす おけくおせさし くぇ かせつてっっ 
いくぇくうっ いぇおけくぇ [《 «¨ いぇとうすっ こさぇゃ 
こけすさっぉうすっかっえ».  ╃っゃうい おけくおせさしぇ  
«‶けすさっぉうすっかぬ – ゅかぇゃくにえ ゃ しう-
しすっきっ ╅╉》». ╄ゅけ せしかけゃうは きけあくけ 
せいくぇすぬ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, 
せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 6ぇ, うかう こけ すっかっそけ-
くせ 4-23-07, くぇ しぇえすっ ╀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    http://www.
berezovskii.ru/index.php?go=Cgsn.

╉ せつぇしすうの ゃ おけくおせさしっ ょけこせ-
しおぇのすしは かうちぇ, ょけしすうゅてうっ 14 かっす. 
╁ぇき  くっけぉたけょうきけ いぇこけかくうすぬ ぇく-
おっすせ う こさうくっしすう っひ こけ ぇょさっしせ: ゅ. 

╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, ょ. 6ぇ, 
おぇぉうくっす わ1 ょけ 17 つぇしけゃ 14 きぇさ-
すぇ. ┿くおっすせ きけあくけ こけかせつうすぬ いょっしぬ 
あっ, ぇ すぇおあっ ゃ  おぇぉうくっすっ わ304 
ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨, ゃ ゅけさけょしおけえ 
ぉうぉかうけすっおっ.

╁しっ こさうしかぇくくにっ ぇくおっすに さぇし-
しきけすさうす くっいぇゃうしうきけっ あのさう. ‶け 
うすけゅぇき おけくおせさしぇ ぉせょせす ゃにぉさぇくに 
こけぉっょうすっかう, けすゃっすうゃてうっ こさぇ-
ゃうかぬくけ くぇ ぉけかぬてうくしすゃけ うい こさっょ-
かけあっくくにた ゃけこさけしけゃ. ‶けぉっょうすっかう, 
くぇぉさぇゃてうっ さぇゃくけっ おけかうつっしすゃけ 
ぉぇかかけゃ, けちっくうゃぇのすしは こけ すゃけさつっ-
しおけきせ いぇょぇくうの.        

‶けぉっょうすっかはき ぉせょせす ゃさせつっくに  
ちっくくにっ こさういに 16 きぇさすぇ. 

』╇〈┿〈╄╊を ╁¨╆╋〉】┿╄〈]ぅ 
╊╇』′┿ぅ, «¨》[┿′ぅ╄╋┿ぅ»

〈ぇきぇさぇ ╀¨[〈′╇╉¨╁┿, そけすけ ぇゃすけさぇ
¨しすさけせきくけ さってうかう ゃけこさけし こぇさ-

おけゃおう しゃけうた きぇてうく あうすっかう ょけきぇ くぇ 
せかうちっ 〈けかぉせたうくぇ, 15ぇ. ¨くう こっさっ-
ゅけさけょうかう ょけさけあおせ ゃょけかぬ ょけきぇ, こけ-
しすぇゃうゃ しすけかぉうおう う くぇすはくせゃ すさけし. 
╇ いぇきけお くぇゃっしうかう. ╉けゅょぇ くぇょけ いぇ-
ったぇすぬ うかう ゃにったぇすぬ し うきこさけゃういうさけ-

ゃぇくくけえ しすけはくおう, ょけしすぇのす おかのつ うい 
おぇさきぇくぇ.

‶さぇゃょぇ, いぇ ねすけえ こさっゅさぇょけえ さぇしこけ-
かけあっく せつぇしすけお «╀っさひいけゃしおうた すっこかけ-
ゃにた しっすっえ», おせょぇ あうすっかう ′╀‶ たけょはす 
けこかぇつうゃぇすぬ おゃうすぇくちうう. ]さっょう くうた 
くっきぇかけ う こけあうかにた, くっきけとくにた, ょかは 

おけすけさにた ねすぇ こさっゅさぇ-
ょぇ くっこさっけょけかうきぇ: 
くっきせょさっくけ いぇこくせすぬしは 
いぇ ねすけす すさけし, せこぇしすぬ. 
╁けす う こさけすけこすぇかう 
けくう ょけさけあおせ ゃ けぉたけょ, 
きっあょせ おせしすぇきう. ┿ つすけ 
ぉせょせす ょっかぇすぬ, おけゅょぇ 
しくっゅ さぇしすぇっす, しかは-
おけすぬ くぇつくひすしは? ′け 
ねすう こさけぉかっきに ゃさはょ 
かう  ゃけかくせのす すった, おすけ 
せしすさけうか ぉっしこさっょっか 
くぇ けぉとっしすゃっくくけえ 
すっささうすけさうう.

〉 おけゅけ-すけ くっす しけ-
ゃっしすう, いぇすけ ゃ ういぉにす-
おっ ぉっししっさょっつうっ. 

′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈 

ÂÅÐÍEÒÑß ËÈ ÁÐÓÑÍÈÖÛÍ ÄÎÌÎÉ?
╁ くけきっさっ ╀[ いぇ 26 そっゃさぇかは ぉにか けこせぉかうおけゃぇく 

きぇすっさうぇか «╊っゃ ╀させしくうちにく: ゃけいゃさぇとっくうっ ょけきけえ». 
[っつぬ ゃ くひき てかぇ け さぇぉけすっ こさっょこさうくうきぇすっかっえ ╊け-
ぉぇくけゃにた こけ しけいょぇくうの こけさすさっすぇ こっさゃけけすおさにゃぇすっかは 
さけししにこくけゅけ いけかけすぇ ╊ぬゃぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ ╀させしくうちにくぇ う 
こっさっくけしっ っゅけ こさぇたぇ し ╇ゃぇくけゃしおけゅけ おかぇょぉうとぇ ╄おぇ-

すっさうくぉせさゅぇ くぇ こけゅけしす ゃ ╀っさひいけゃしおうえ う せしすぇくけゃおっ 
くぇ くけゃけえ きけゅうかっ ょけしすけえくけゅけ こぇきはすくうおぇ くぇてっきせ 
ゃっかうおけきせ いっきかはおせ.  ╋に こさっょかけあうかう つうすぇすっかはき ゃに-
しおぇいぇすぬ しゃけひ きくっくうっ けぉ ねすけえ いぇょせきおっ. ‶けしすせこうかう 
こっさゃにっ けすおかうおう, あょひき っとひ いゃけくおけゃ う こうしっき. 〈っか. 
4-47-11 う 4-90-36.

╁うおすけさ ╆╄╋]╉╇》, ぉにゃてうえ ょう-
さっおすけさ ╀っさひいけゃしおけゅけ させょくうおぇ:

]すぇさぇくうは ねくすせいうぇしすけゃ こけ ゃけし-
しすぇくけゃかっくうの きけゅうかに ╀させしくうちに-
くぇ, こけうしおせ っゅけ さけょしすゃっくくうおけゃ, 
しけいょぇくうの こけさすさっすぇ こけ つっさっこせ ょけ-
しすけえくに ゃしはつっしおうた こけたゃぇか. ¨つっくぬ 
ちっくくけえ おぇあっすしは すぇおあっ うょっは こけうし-
おぇ きけゅうかに ╄さけそっは ╋ぇさおけゃぇ, ゃ しゃけひ 
ゃさっきは きに すけあっ こさっょこさうくうきぇかう 
すぇおうっ こけこにすおう, くけ けくう けおぇいぇかうしぬ 
ぉっいせしこってくに. ¨ょくぇおけ こっさっいぇたけさけ-
くっくうっ こさぇたぇ きくっ くっ おぇあっすしは せょぇつ-
くけえ きにしかぬの: けくぇ けすょぇひす おぇおけえ-すけ 
おけききっさちうっえ – すせさそうさきっ ゃにゅけょ-
くけ ぉせょっす ゃけいうすぬ しのょぇ すせさうしすけゃ, 
せ ちっさおゃう しゃけえ うくすっさっし… ╃せきぇの, 
きけゅうかせ かせつてっ けしすぇゃうすぬ くぇ ╇ゃぇ-

くけゃしおけき おかぇょぉうとっ う しけけさせょうすぬ くぇ 
こせしすせのとっき しっゅけょくは こけしすぇきっくすっ 
ぉのしす. 』すけ おぇしぇっすしは ゅけしすっえ ゅけさけょぇ, 
すけ こせしすぬ すせさうしすうつっしおうえ きぇさてさせす 
う くぇつうくぇっすしは けすすせょぇ. ぅ «ゃうあせ» 
╊ぬゃぇ ╀させしくうちにくぇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき 
ゃ しおせかぬこすせさっ, おけすけさぇは こけおぇいにゃぇ-
かぇ ぉに っゅけ しすけはとうき せ おぇさすに きうさぇ 
し けぉけいくぇつっくうっき きっしす, ゅょっ こけしかっ 
っゅけ けすおさにすうは しかせつうかぇしぬ いけかけすぇは 
かうたけさぇょおぇ.   

┿くくぇ, 23 ゅけょぇ:
ぅ くっ «いぇ» う くっ «こさけすうゃ»: たけすぬ 

う おけさっくくぇは ぉっさっいけゃつぇくおぇ, くけ ねすぇ 
すっきぇ きっくは きぇかけ ゃけかくせっす, こさうく-
ちうこうぇかぬくけえ こけいうちうう お こさっょかぇゅぇ-
っきけきせ こかぇくせ くっす. ╄しかう こけはゃうすしは 
きけゅうかぇ ╀させしくうちにくぇ くぇ ╀っさひいけゃ-

しおけき おかぇょぉうとっ う こぇきはすくうお っきせ, 
かのぉけこにすくけ ぉせょっす こさうえすう う こけ-
しきけすさっすぬ.

《ぇうくぇ ]┿╁╄╊を╄╁┿:
]つうすぇの, つすけ くっ しすけうす すさけゅぇすぬ 

けしすぇくおう こけおけえくけゅけ. ╊せつてっ くぇ きっ-
しすっ いくぇおぇ «′ぇて ゅけさけょ – さけょうくぇ 
いけかけすぇ [けししうう» せ ぉにゃてっゅけ いょぇくうは 
させょくうおぇ くぇ せかうちっ ╊っくうくぇ せしすぇくけ-
ゃうすぬ たけさけてうえ こぇきはすくうお ╀させしくう-
ちにくせ.

¨かぬゅぇ ╁¨[¨〈╇╊╇′┿:
′っ こけょょっさあうゃぇの こさっょかけあっくうは 

け こっさっくけしっ こさぇたぇ, くけ うょっは こぇ-
きはすくうおぇ くぇ きっしすっ いぇたけさけくっくうは – 
こさぇゃうかぬくぇは. ╋けあくけ こけょせきぇすぬ う け 
いくぇおっ くぇ きっしすっ うしすけさうつっしおけえ くぇ-
たけょおう ╀させしくうちにくぇ.

╁け うしこけかくっくうっ いぇょぇくうは こさけおせさぇすせさに ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 
14.02.2011 わ7/2-24-11 こさけおせさぇすせさけえ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ ぉせょっす こさけゃけ-
ょうすぬしは こさけゃっさおぇ うしこけかくっくうは そっょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, さっゅかぇ-
きっくすうさせのとっゅけ ゃけこさけしに すったくうつっしおけゅけ う しぇくうすぇさくけゅけ しけしすけはくうは ╋〉╆ 
«╀っさひいけゃしおぇは ちっくすさぇかぬくぇは ゅけさけょしおぇは ぉけかぬくうちぇ». ╁ たけょっ こさけゃっさおう 
こさけおせさぇすせさけえ ゅけさけょぇ けさゅぇくういけゃぇくぇ ゅけさはつぇは かうくうは こけ すっか. 4-89-55 こけ 
そぇおすぇき こけぉけさけゃ し こぇちうっくすけゃ う うた さけょしすゃっくくうおけゃ  こけょ ゃうょけき ぉかぇゅけ-
すゃけさうすっかぬくにた ゃいくけしけゃ くぇ さっきけくす いょぇくうえ ╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは ちっくすさぇかぬ-
くぇは ゅけさけょしおぇは ぉけかぬくうちぇ».

10 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ ゃ 18:30 ゃ 
ぇおすけゃけき いぇかっ ̈ ╁╃ ╀╂¨ こけ ぇょさっしせ 
せか. ╇しぇおけゃぇ, 5, しけしすけうすしは けさゅぇ-
くういぇちうけくくけ-けすつひすくけ-ゃにぉけさくけっ 
しけぉさぇくうっ こっさゃうつくけえ けさゅぇくういぇ-
ちうう ╂¨╁╃ ╀っさひいけゃしおけゅけ けたけす-
くうつぬっゅけ けぉとっしすゃぇ. ぅゃおぇ つかっくけゃ 
けぉとっしすゃぇ けぉはいぇすっかぬくぇ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

10 きぇさすぇ ゃ ╉うくけおかせぉっ 

(〈っぇすさぇかぬくぇは, 7) しきけすさうき う 
けぉしせあょぇっき ょけおせきっくすぇかぬくにえ 

そうかぬき «′ぇてう». [っあうししひさ そうかぬきぇ 
╃ぇえは ╉ぇねく しすぇかぇ っょうくしすゃっくくにき 

うくけしすさぇくくにき あせさくぇかうしすけき, 
おけすけさけきせ こけいゃけかうかう さぇいぉうすぬ 

こぇかぇすおせ ゃ かっすくっき かぇゅっさっ 
きけかけょひあくけゅけ ょゃうあっくうは «′ぇてう». 

ぁすけす そうかぬき – くぇぉかのょっくうっ 
いぇ おぇあょけょくっゃくけえ あういくぬの かぇゅっさは.
′ぇつぇかけ ゃ 19.00, ゃたけょ しゃけぉけょくにえ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

┱┬ ┲┨┱┲┧┲ ┨┩┯┤ ┱┩ ┴┤┵┮┴┿┶┲
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

] 1 はくゃぇさは 2010 ゅけょぇ こけ 3 きぇさすぇ 
2011 ゅけょぇ ゃけいぉせあょっくけ しっきぬ せゅけ-
かけゃくにた ょっか こけ そぇおすぇき すぇえくけゅけ 
たうとっくうは しくっゅけたけょけゃ. ╁しっ こさっしすせ-
こかっくうは ぉにかう しけゃっさてっくに ゃ くけつくけっ 
ゃさっきは. ╀けかぬてうくしすゃけ しくっゅけたけょけゃ 
こけたうとっくけ し こさけくうおくけゃっくうっき ゃ 
つぇしすくにっ ゃかぇょっくうは ゃ けしくけゃくけき ゃ 
こけしひかおっ ]すぇさけこにてきうくしお. 

] 3 こけ 10 きぇさすぇ くぇ すっささうすけさうう 
╀╂¨ こさけゃけょうかけしぬ けこっさぇすうゃくけ-こさけ-

そうかぇおすうつっしおけっ きっさけこさうはすうっ «]くっ-
ゅけたけょ». ]けすさせょくうおう ╂╇╀╃╃ しけゃきっしす-
くけ し せつぇしすおけゃにきう せこけかくけきけつっくくにきう 
う せゅけかけゃくにき さけいにしおけき いぇくうきぇかうしぬ 
こさけゃっさおけえ ゅぇさぇあっえ, しすけはくけお, きっしす 
ゃけいきけあくけゅけ けすしすけは う さぇいせおけきこかっお-
すけゃぇくうは すさぇくしこけさすぇ う ょさせゅうきう けこっ-
さぇすうゃくにきう きっさけこさうはすうはきう. ‶けょ 
こけょけいさっくうっ こけこぇかう かうちぇ, さぇくっっ 
しせょうきにっ いぇ しけゃっさてっくうっ せゅけくけゃ  う 
おさぇあ ぇゃすけきけすけすさぇくしこけさすぇ.
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«╁に くっ せゃっさせっすっ こけ-くぇしすけはとっきせ, こけおぇ くっ こけかのぉうすっ ょさせゅ ょさせゅぇ».         》┿╃╇]]‶[¨]╇〈╄ ╇╋┿╋┿

′ぇ ゃけこさけしに つうすぇすっかっえ けすゃっ-
つぇっす うきぇき-たぇすにぉ ╀っさひいけゃしおけえ 
きっつっすう [ぇょうそせかかぇ-たぇいさぇす

┩┧┬┳┩┶ ┬ ┼┤┴┬┤┶
╋うかかうけくに さけししうはく こさっょこけつうすぇのす 

けすょにたぇすぬ ゃ ╄ゅうこすっ: ょひてっゃけ う こさうはす-
くけ. ′け ゃ しゃはいう し こけしかっょくうきう しけぉにすうは-
きう ゃ しすさぇくっ こせすぬ すせょぇ, ょせきぇっすしは, っとひ 
ょけかゅけ ぉせょっす いぇおぇいぇく. ╋っくは ぉけかぬてっ 
ゃしっゅけ しきせとぇっす いぇはゃかっくうっ けここけいうちうう 
しけいょぇすぬ てぇさうぇすしおけっ ゅけしせょぇさしすゃけ: ょかは 
しゃっすしおうた かのょっえ こさっぉにゃぇくうっ ゃ すぇおけき 
たぇくしすゃっ, くぇゃっさくけっ, くっ しかうておけき おけき-
そけさすくけ. ′ぇしおけかぬおけ さっぇかぬくけ ゃけこかけ-
とっくうっ ねすけえ うょっう? 

 ┿かっおしぇくょさ, しすせょっくす 
╂せきぇくうすぇさくけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ

ぅ けつっくぬ しおっこすうつっしおう けすくけてせしぬ お 
こけょけぉくにき こかぇくぇき っゅうこすはく: きせしせかぬ-
きぇくっ きうさぇ せすさぇすうかう おせかぬすせさせ てぇさう-
ぇすしおけゅけ せこさぇゃかっくうは, くっす こさぇゃうかぬくにた 
いくぇくうえ け くひき. ╋くけゅうっ しつうすぇのす, つすけ 
]ぇせょけゃしおぇは ┿さぇゃうは – こさうきっさ てぇさう-
ぇすしおけゅけ ゅけしせょぇさしすゃぇ, くけ ねすけ くっ すぇお: 
いょっしぬ くっ しけぉかのょぇっすしは けょくぇ うい ゅかぇゃ-
くにた けしくけゃ てぇさうぇすぇ – ゃにぉけさくけしすぬ 
ゅかぇゃに しすさぇくに. ]ぇせょけゃしおぇは ┿さぇゃうは  
– すけすぇかうすぇさくけっ おけさけかっゃしすゃけ, っの 
させおけゃけょうす きくけゅうっ ゅけょに けょうく さけょけ-
ゃけえ おかぇく. ′ぇ しぇきけき あっ ょっかっ てぇさう-
ぇすしおぇは そけさきぇ こさぇゃかっくうは こけょけぉくぇ 
こさっいうょっくすしおけえ さっしこせぉかうおっ, くけ ぉっい 
けゅさぇくうつっくうは しさけおぇ こけかくけきけつうえ 
こさっいうょっくすぇ. ╂かぇゃぇ きけあっす こさぇゃうすぬ 
こけ ゃけかっ くぇさけょぇ, おけすけさせの けく ゃにしおぇ-
いぇか くぇ さっそっさっくょせきっ,  けょうく ょっくぬ, 
ぇ きけあっす う ゃしの しゃけの あういくぬ. ╄ゅうこっす 
すけかぬおけ ょっきけくしすさうさせっす しゃけう いぇきぇておう 
けすくけしうすっかぬくけ てぇさうぇすぇ, くけ さっぇかぬくにた 
いぇょぇすおけゃ ょかは ゃけこかけとっくうは かけいせくゅけゃ ゃ 
さっぇかぬくけしすぬ せ くっゅけ こさけしすけ くっす. 

┻┩┭ ┳┩┴┩┦┲┨ ┯┷┻┼┩?
》けすっかぇ ぉに こけいくぇおけきうすぬしは し すっお-

しすぇきう ╉けさぇくぇ くぇ させししおけき はいにおっ. ╉ぇ-
おけえ こっさっゃけょ こさっょこけつすうすっかっく?

¨かぬゅぇ, 24 ゅけょぇ
‶っさっゃけょけゃ ]ゃはとっくくけゅけ ╉けさぇくぇ しせ-

とっしすゃせっす ぉけかぬてけっ きくけあっしすゃけ. ╁ぇき 
ぉに は こけさっおけきっくょけゃぇか こっさっゃけょ ╁ぇ-
かっさうう ‶けさけたけゃけえ: させししおうえ そうかけかけゅ, 
けくぇ ゃっしぬきぇ おけきこっすっくすくけ けすくっしかぇしぬ お 
はいにおせ. 〉 ╇. ╉さぇつおけゃしおけゅけ こけしかけゃくにえ 
こっさっゃけょ, つすけ すけあっ うくすっさっしくけ. ′っ-
ょぇゃくけ ゃにてかう ゃ しゃっす «〈けかおけゃぇくうは ╉け-
さぇくぇ» 【ぇきうかは ┿かはせすょうくけゃぇ, うきぇきぇ 
╋っきけさうぇかぬくけえ きっつっすう くぇ ‶けおかけくくけえ 
ゅけさっ ゃ ╋けしおゃっ. «‶っさっゃけょ しきにしかけゃ» 
‶けさけたけゃけえ きけあくけ おせこうすぬ ゃ おくうあくにた 
きぇゅぇいうくぇた ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ.

╃¨]╉┿ ¨╀‒ぅ╁╊╄′╇╈ 
26 きぇさすぇ ゃ 16 つぇしけゃ ゃ すっぇすさっ 

«】っかおせくつうお» ゃにしすせこはす ╆ぇえくぇぉ 
《ぇさたっすょうくけゃぇ う ╆せそぇさ ╀っかぇかけゃ. 

27 つうしかぇ ゃ ╃╉ 〉さぇかきぇてぇ ゃ ねすけ 
あっ ゃさっきは こさけえょひす おけくちっさす ┿えょぇ-
さぇ ╂ぇかうきけゃぇ: ぉうかっすに くぇ くっゅけ きけあくけ 
こさうけぉさっしすう せ 《. ′ぇしさすょうくけゃけえ, すっか.  
89221482206. 

┳┩┴┵┬┨┵┮┬┭ 
┱┲┦┿┭ ┧┲┨ 

′ぇゃさせい  – こさぇいょくうお ゃっしくに う くぇつぇ-
かぇ くけゃけゅけ ゅけょぇ さはょぇ くぇさけょけゃ ╄ゃさぇいうう 
(こっさしうょしおうえ ′けゃにえ ゅけょ). ′ぇいゃぇくうっ 
′ぇゃさせい ゃ こっさっゃけょっ し こっさしうょしおけゅけ はいに-
おぇ けいくぇつぇっす «くけゃにえ ょっくぬ». ‶さけうしたけあ-
ょっくうっ ねすけゅけ こさぇいょくうおぇ せたけょうす しゃけうきう 
おけさくはきう ゃ ょけこうしぬきっくくせの, はいにつっしおせの 
ねこけたせ. ¨く こさけょけかあぇっす こけゃしっきっしすくけ 
けすきっつぇすぬしは う こけしかっ うしかぇきしおうた いぇゃけ-
っゃぇくうえ, ゃこかけすぬ ょけ くぇしすけはとっゅけ ゃさっ-
きっくう. ╁ ょくう, くぇ おけすけさにっ こさうたけょうすしは 
ゃっしっくくっっ さぇゃくけょっくしすゃうっ. ╁おかのつひく 
ぃ′╄]╉¨ ゃ さっこさっいっくすぇすうゃくにえ しこうしけお 
くっきぇすっさうぇかぬくけゅけ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっ-
ょうは つっかけゃっつっしすゃぇ, し ねすけゅけ ゃさっきっくう 21 
きぇさすぇ けぉなはゃかっくけ おぇお ╋っあょせくぇさけょくにえ 
ょっくぬ ′ぇゃさせい.

‶[¨‶¨╁╄╃を

ぅ[╉╇′¨╈-たぇくせき, 
いぇゃせつ せつっぉくけゅけ ちっくすさぇ 
╀っさひいけゃしおけえ きっつっすう
╁しっゃにてくうえ ┿かかぇた しおぇいぇか: «¨ 

┿たきぇょ, けすくけしうしぬ し けすゃさぇとっくうっき 
お しすさっきはとうきしは お きうさしおけきせ う けす-
くけしうしぬ し かのぉけゃぬの お しすさっきはとうき-
しは お ゃっつくけきせ». 

‶けしかぇくくうお ┿かかぇたぇ (ょぇ ぉかぇゅけ-
しかけゃうす っゅけ ┿かかぇた う ょぇ こさうゃっすしすゃせ-
っす!) しこさけしうか: «¨ ╂けしこけょぬ きけえ, おすけ 
けくう, しすさっきはとうっしは お きうさしおけきせ?» 

╁しっゃにてくうえ ┿かかぇた けすゃっすうか: 
«]すさっきはとうっしは お きうさしおけきせ ねすけ すっ, 
せ おけゅけ きくけゅけ うきせとっしすゃぇ う ょけきけ-
つぇょちっゃ, おすけ きくけゅけ しこうす う きくけゅけ 
ゅくっゃぇっすしは; おすけ くっ ょけゃけかぬしすゃせっすしは 
きぇかにき; おすけ くっ こさけしうす こさけとっくうは 
せ すった, こっさっょ おっき ゃうくけゃぇす, う くっ 
こさけとぇっす すった, おすけ ゃうくけゃぇす こっさっょ 
くうき. ╉けゅけ くっ ゃうょくけ う くっ しかにてくけ 
ゃ ょっかっ しかせあっくうは ┿かかぇたせ, くけ おすけ 
ゅっさけえ ゃけ ゃさっきは しけゃっさてっくうは ゅさっ-

たぇ. ╉すけ, きくけゅけ さぇししせあょぇは, こさう-
ぉかうあぇっす しゃけえ しきっさすくにえ しさけお; おすけ 
くっ ょっさあうす ゃ せいょっ しゃけう しすさぇしすう. 
╉すけ くっ こさけはゃかはっす ぉかぇゅけょぇさくけしすう 
いぇ くうしこけしかぇくくにっ っきせ ぉかぇゅぇ う くっ 
こさけはゃかはっす すっさこっくうは ゃ くうしこけしかぇく-
くにた っきせ うしこにすぇくうはた. ╉すけ こけしすけ-
はくくけ しすさぇゃかうゃぇっす かのょっえ; おすけ くっ 
こさけはゃかはっす せゃぇあっくうは お しすぇさてうき う 
こさっいうさぇっす くうあっしすけはとうた». 

‶けしかぇくくうお ┿かかぇたぇ (しぇゃし) しこさけ-
しうか: «¨ ╂けしこけょぬ きけえ, おすけ けくう, 
しすさっきはとうっしは お ゃっつくけきせ?» 

╁しっゃにてくうえ ┿かかぇた けすゃっすうか: «¨ 
┿たきぇょ, しすさっきはとうっしは お ゃっつくけきせ 
ねすけ すっ, つぬう かうちぇ しうはのす, つぬう ゅさったう 
くっきくけゅけつうしかっくくに, ぇ ょけしすけうくしすゃぇ 
ゃっかうおう. ╉ぇあょけっ うた しかけゃけ ゃいゃっ-
てっくけ, しすさぇしすう うた ゃしっゅょぇ ゃ せいょっ. 
]っさょちぇ うた くうおけゅょぇ くっ ょさっきかのす, 

ゅかぇいぇ うた  ゃしっゅょぇ こかぇつせす けす かのぉ-
ゃう おけ ╋くっ, せしすぇ うた ゃしっゅょぇ いぇくはすに 
こけきうくぇくうっき ╋っくは. ╆ぇ くうしこけしかぇく-
くにっ うき ぉかぇゅぇ けくう しくぇつぇかぇ ゃけいくけ-
しはす たゃぇかせ ╋くっ, ぇ いぇすっき ぉっしおけくっつ-
くけ ぉかぇゅけょぇさはす ╋っくは. ╇た きけかぬぉに 
けぉさぇとっくに おけ ╋くっ, うた けぉさぇとっくうは 
ぉせょせす こさうくはすに ╋くけえ. ╁ しせとくけ-
しすう, けくう くっ いぇくはすに くうつっき, おさけきっ 
╋っくは. ¨くう くっ っょはす きくけゅけ, くっ けょっ-
ゃぇのすしは おさぇしうゃけ, けとせとぇのす しっぉは 
せあっ きひさすゃにきう. ╀さっくくけっ う ゃっつ-
くけっ ゃ うた ゅかぇいぇた けょうくぇおけゃに, けくう 
くっ しかせてぇのす くぇせとっくうえ てぇえすぇくぇ. 
[ぇょう ゃっかうつうは ╋けっゅけ ぅ ょぇさせの うき 
あういくぬ ゃっつくせの. ‶けしかっ けすょっかっくうは 
うた ょせて けす すっか ぅ くっ こさっこけさせつせ ねすう 
ょせてう ぇくゅっかせ しきっさすう, くけ くっ いぇぉっ-
さひす ょせてう うた くうおすけ, おさけきっ ╋っくは. ぅ 
さぇしおさけの こさっょ ょせてぇきう うた おせこけかぇ 

くっぉっし う ゃさせつせ うた [ぇの, ゅょっ ゃしすさっ-
すはす うた ゅせさうう. ぅ ょぇさせの うき ぉかぇゅけ-
せたぇのとうえ ゃっすっさ し 〈さけくぇ ╋けっゅけ. ′っ 
ぉせょっす きっあょせ くうきう う ╋くけえ くうおぇ-
おけえ いぇゃっしに». 

╇ しおぇいぇか ╁しっゃにてくうえ ┿かかぇた: 
«¨ ┿たきぇょ, いくぇってぬ かう すに, おぇおうっ 
ぉかぇゅぇ せゅけすけゃぇくに こさっょぇゃてうきしは 
╋くっ?»

‶けしかぇくくうお ┿かかぇたぇ (しぇゃし) けすゃっ-
すうか: «¨ ╂けしこけょぬ きけえ, くっ いくぇの».

╁しっゃにてくうえ ┿かかぇた けすゃっすうか: 
«╉けゅょぇ くぇさけょに ゃ ]せょくにえ ょっくぬ 
こさうすっおせす おけ ╋くっ, ねすう かのょう くっ 
こけょゃっさゅくせすしは さぇしつひすせ う しせょせ, くけ 
うき ゃさせつせ ぅ おかのつう けす [ぇは. ╇ けくう 
ゃけえょせす ゃ [ぇえ つっさっい すけす おせこけか, 
つっさっい おけすけさにえ こけあっかぇのす. ╇た ゃっ-
かうおけかっこうっ くっけすかうつうきけ ぉせょっす けす 
ゃっかうおけかっこうは ╋けっゅけ!».

╉〉╊を〈〉[┿

╁ ‶[¨【╊〉ぃ こはすくうちせ くぇ しちっくっ ╃╉ 
«]けゃさっきっくくうお» こさけてひか けすぉけさけつ-

くにえ すせさ けすおさにすけゅけ きっあさっゅうけくぇかぬくけ-
ゅけ そっしすうゃぇかは-おけくおせさしぇ うしこけかくうすっかっえ 
すぇすぇさしおけえ こっしくう «〉さぇか しぇくょせゅぇつに» 
(«〉さぇかぬしおうえ しけかけゃっえ»). ╀けかっっ 150 ゅけ-
しすっえ さぇいくけゅけ ゃけいさぇしすぇ うい 』っかはぉうくしおけえ, 
¨さっくぉせさゅしおけえ, ′けゃけしうぉうさしおけえ, ╉せさゅぇく-
しおけえ, ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすっえ, うい ゅけさけ-
ょけゃ, しひか う ょっさっゃっくぬ こさうったぇかう ゃ ╀っさひ-
いけゃしおうえ, つすけぉに ぉかっしくせすぬ  すぇかぇくすぇきう. 

[けょしすゃっくくうちに [けいぇ ╋せたぇさぇきけゃぇ, ╂せかぬそうは 
》ぇおうおけゃぇ う ╂せいぇかうは ]ぇきしうすょうくけゃぇ けさゅぇくう-
いけゃぇかう ゃ おかせぉっ しゃけっえ ょっさっゃくう ┿さぇしかぇくけゃけ 
』っかはぉうくしおけえ けぉかぇしすう ぇくしぇきぉかぬ  «╊はえしぇく». 
〉 すぇかぇくすかうゃけゅけ すさうけ – ぇきぉうちうけいくにっ こかぇくに: 
ゃにうゅさぇすぬ おけくおせさし う いぇゃけっゃぇすぬ こせすひゃおせ くぇ 
さっしこせぉかうおぇくしおうっ すゃけさつっしおうっ しけさっゃくけゃぇくうは. 

– ‶さうったぇかう お ゃぇき ゃ つっすにさっ せすさぇ, くけ ょっさ-
あうきしは, こっさっくけつせっき せ さけょしすゃっくくうおけゃ ゃ ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅっ う けすこさぇゃうきしは くぇ ゃすけさけえ すせさ, 

– しおぇあせす けくう くぇき ゃ うくすっさゃぬの こっさっょ ゅぇかぇ-
おけくちっさすけき. – ╁しひ しゃけぉけょくけっ ゃさっきは けすょぇひき 
こっくうの, ゃつっさぇ きせあぬは こにすぇかうしぬ ょぇあっ こぇしこけさ-
すぇ しこさはすぇすぬ こっさっょ こけっいょおけえ: しおけかぬおけ きけあくけ 
ゅぇしすさけかうさけゃぇすぬ, くけ きに くぇしすけはかう くぇ しゃけひき! 
‶けひき くっ すけかぬおけ すぇすぇさしおうっ, くけ う させししおうっ くぇ-
さけょくにっ こっしくう, かのぉけゃぬ お きせいにおっ – けす けすちけゃ, 
ぇ おけしすのきに きに うしこけかぬいせっき うい  ぉぇぉせておうくけゅけ  
しせくょせおぇ. ‶さうはすくけ, つすけ ゃ くぇて おかせぉ こさうたけょはす 
くっ すけかぬおけ こけあうかにっ かのょう, くけ う きけかけょひあぬ.  

╅のさう ゃにぉっさっす 30 こけぉっょうすっかっえ, うい くうた ゃけ-
しっきぬ おけかかっおすうゃけゃ, おけすけさにっ しさぇいはすしは くぇ しかっ-
ょせのとうえ ょっくぬ くぇ いぇおかのつうすっかぬくけき すせさっ こっゃ-
つっしおけゅけ しけしすはいぇくうは  ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ.  ╁にてっか 
ゃ そうくぇか う ぉっさひいけゃしおうえ ょせねす.

– ╉けくおせさし こさけたけょうす さぇい ゃ ょゃぇ ゅけょぇ, けしけぉけえ 
ょうくぇきうおう っゅけ さぇいゃうすうは は くっ ゃうあせ, くけ たけさけてうえ 
せさけゃっくぬ しけたさぇくはっすしは くっういきっくくけ, – ょっかうすしは し 
くぇきう こさっょしっょぇすっかぬ あのさう ╆ぇしかせあっくくにえ さぇぉけす-
くうお おせかぬすせさに [《, きせいにおけゃっょ, いぇゃ. ぇしこうさぇくすせ-
さけえ 〉さぇかぬしおけえ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ おけくしっさゃぇすけさうう 

╇さうくぇ ╂さぇくおけゃしおぇは. – [ぇょせっす, つすけ きけかけょひあぬ しけ-
たさぇくはっす うくすっさっし お すぇすぇさしおけえ こっしくっ, せゃぇあうすっかぬ-
くけ けすくけしうすしは お きせいにおっ う すっおしすせ そけかぬおかけさくにた 
こさけういゃっょっくうえ, こさぇゃうかぬくけ こっさっょぇひす うくすけくぇちうう, 
すぇお, きっかういきに ゃ うた うしこけかくっくうう – くっ ゃくってくっっ 
せおさぇてっくうっ, ぇ けすいゃせお しっさょちぇ. ¨つっくぬ ゃぇあくけ ゃ 
ねこけたせ ょうおすぇすぇ ╇くすっさくっすぇ う すっかっゃうょっくうは ぉっさっつぬ 
う さぇいゃうゃぇすぬ おせかぬすせさせ すぇすぇさ う ぉぇておうさ. 

¨ ゃぇあくけしすう しけたさぇくっくうは ょせたけゃくけゅけ くぇしかっ-
ょうは しゃけっゅけ くぇさけょぇ しおぇいぇか すぇおあっ うきぇき-たぇすにぉ 
╀っさひいけゃしおけえ きっつっすう [ぇょうそせかかぇ-たぇいさぇす, こさう-
ゃっすしすゃせは うしこけかくうすっかっえ. ╃けぉさにっ しかけゃぇ こさけ-
いゃせつぇかう ゃ ぇょさっし ゅっくっさぇかぬくけゅけ ょうさっおすけさぇ 
╀っさひいけゃしおけゅけ させょけせこさぇゃかっくうは 《ぇさうすぇ ′ぇぉう-
せかかうくぇ, しこけくしうさけゃぇゃてっゅけ こさぇいょくうお こっしくう. 
┿ ゃ そうくぇかっ っゅけ ゃにしすせこうかう… つかっくに あのさう  
╆ぇしかせあっくくにっ ぇさすうしすに 〈ぇすぇさしすぇくぇ 》ぇえょぇさ 
╂うかぬそぇくけゃ う ╋ぇさぇす ╉ぇくぇそうく. ┿こかけょうさせは うき, 
しっゅけょくはてくうっ かぇせさっぇすに う ょうこかけきぇくすに せゃうょっ-
かう すけす こせすぬ, おけすけさにえ うき っとひ こさうょひすしは こさけえ-
すう ょけ こさけそっししうけくぇかぬくにた ゃにしけす.

[╄╉╊┿╋┿
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ÎÁÙÈÉ ÁÛÒ ÏÎÆÀÐÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

‶けしかっ こさけゃっょっくうは こさけゃっさおう ゃ いょぇ-
くうう けぉとっあうすうは, ぇ すぇおあっ ゃ せつっぉくにた 
いょぇくうはた ╀っさひいけゃしおけゅけ すったくうおせきぇ 
«‶さけそう», 4 きぇさすぇ しせょけき ぉにかけ こさう-
くはすけ さってっくうっ け こさうけしすぇくけゃかっくうう  
ょっはすっかぬくけしすう すったくうおせきぇ くぇ 45 しせすけお. 
5 きぇさすぇ しせょっぉくにっ こさうしすぇゃに こさうしすせ-
こうかう お うしこけかくっくうの さってっくうは しせょぇ.

╁ こけしかっょくっっ ゃさっきは くぇ すっささうすけさうう ゃしっえ 
しすさぇくに けぉけしすさうかぇしぬ しうすせぇちうは し こけあぇさぇきう, 
ゃけいくうおぇのとうきう ゃ けぉとっあうすうはた. ‶け しすさぇくっ こけ-
おぇすうかうしぬ きくけゅけつうしかっくくにっ こさけゃっさおう いょぇくうえ 
すぇおけゅけ くぇいくぇつっくうは こけあぇさくにき くぇょいけさけき. ╁ 
しかけあうゃてっえしは しうすせぇちうう くぇき こけきけゅ さぇいけぉさぇすぬしは 
くぇつぇかぬくうお 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 こけ ╀╂¨ 《っょはっゃ ╋.┿.

– ╋ぇおしうき ┿かっおしぇくょさけゃうつ, つすけ こけしかせ-
あうかけ すけかつおけき ょかは こさけゃっょっくうは すぇおけゅけ 
さけょぇ こさけゃっさけお くぇ すっささうすけさうう ╀╂¨?

– ╆ぇ こけしかっょくっっ ゃさっきは くぇ すっささうすけさうう ゃしっえ 
しすさぇくに こさけういけてかけ けおけかけ しっきう こけあぇさけゃ ゃ けぉ-
とっあうすうはた, こけしかっょくうえ うい おけすけさにた  ぉにか ゃ ′けゃけ-
しうぉうさしおっ. ╁ くひき こけゅうぉかう ょゃっ しすせょっくすおう う 60 
しっきっえ けしすぇかうしぬ ぉっい おさけゃぇ. 》ぇかぇすくけっ けすくけてっ-
くうっ お こけあぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすう しけぉしすゃっくくうおけゃ 
いょぇくうえ う うた あうかぬちけゃ こさうゃっかけ お すぇおうき くっぉかぇ-
ゅけこさうはすくにき こけおぇいぇすっかはき.

‶けしかっ しっさうう こけあぇさけゃ ゃ けぉとっあうすうはた こけはゃう-
かけしぬ こけさせつっくうっ こっさゃけゅけ いぇきっしすうすっかは こさっょしっ-
ょぇすっかは こさぇゃうすっかぬしすゃぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう 
【せゃぇかけゃぇ ╇.╇. け こさけゃっょっくうう こさけゃっさけお けぉなっお-
すけゃ すぇおけえ おぇすっゅけさうう.  

– ]おけかぬおけ くぇ すっささうすけさうう ╀╂¨ しっえつぇし 
ょっえしすゃせのとうた けぉとっあうすうえ?

– ′ぇ すっささうすけさうう ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ  さぇしこけかけあっくけ てっしすぬ けぉとっあうすうえ, うい 

くうた すさう きせくうちうこぇかぬくにた (ゃっょけきしすゃっくくにた), 
けょくけ こさうくぇょかっあうす おけききっさつっしおけえ しすさせおすせさっ 
– こさけういゃけょしすゃっくくけきせ けぉなっょうくっくうの 〉さぇかね-
くっさゅけきけくすぇあ (せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 50ぇ) う 
ょゃぇ けぉとっあうすうは けすくけしはすしは お けぉさぇいけゃぇすっかぬ-
くにき せつさっあょっくうはき (╀っさひいけゃしおうえ すったくうおせき 
«‶さけそう» う [╂‶‶〉).

– 』すけ こけおぇいぇかう こさけゃっさおう?

– ‶さけゃっさおう こけおぇいぇかう, つすけ しけぉしすゃっくくうおう 
せつさっあょっくうえ くっ いぇぉけすはすしは け しけぉかのょっくうう こけ-
あぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすう くぇ ょぇくくにた けぉなっおすぇた 
くっょゃうあうきけしすう, こけすけきせ つすけ けくう うきっのす しけ-
ちうぇかぬくせの くぇこさぇゃかっくくけしすぬ う くっ こさうくけしはす  
くうおぇおけえ こさうぉにかう. ╄ょうくしすゃっくくけっ けぉとっあう-
すうっ, ゅょっ きけあくけ ぉけかっっ うかう きっくっっ ぉっいけこぇし-
くけ くぇたけょうすぬしは, ねすけ いょぇくうっ けぉとっあうすうは ぇょ-
きうくうしすさぇちうう ╀╂¨ ょかは ぉのょあっすくけえ しそっさに, 
ゅょっ たけすは ぉに けさゅぇくういけゃぇくけ ょけしすぇすけつくけっ おけ-
かうつっしすゃけ ねゃぇおせぇちうけくくにた ゃにたけょけゃ, こかぇくに 
ねゃぇおせぇちうう うい いょぇくうは しけけすゃっすしすゃせのす こさっょな-
はゃかはっきにき すさっぉけゃぇくうはき, くけ ぉっい くぇさせてっくうえ 
くっ けぉけてかけしぬ. ぁすけ くぇさせてっくうは さっあうきくけゅけ 
たぇさぇおすっさぇ ゃ けぉしかせあうゃぇくうう しうしすっきに こけあぇさ-
くけえ しうゅくぇかういぇちうう, くぇこさうきっさ, しっゃてうっ ぉぇすぇ-
さっえおう  ゃ ぇゃすけくけきくにた けこすうおけ-ねかっおすさけくくにた 
ういゃっとぇすっかはた.

– ╉ぇおけっ けぉとっあうすうっ くぇ ょぇくくにえ きけきっくす 
こさっょしすぇゃかはっす けしけぉせの せゅさけいせ ょかは しゃけうた 
あうかぬちけゃ?

– ╁ くぇうぉけかっっ せゅさけあぇのとっき しけしすけはくうう 
くぇたけょうすしは いょぇくうっ くぇ せかうちっ 〈さぇくしこけさすくう-
おけゃ, 50ぇ. ‶さう こさけゃっさおっ ぉにかけ ゃけいぉせあょっくけ 
こさけういゃけょしすゃけ こけ ょっかせ 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, しけしすぇゃかっく こさけすけおけか 
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, 
きぇすっさうぇかに ょっかぇ ぉにかう くぇこさぇゃかっくに ゃ しせょ 
ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ. ]せょ ゃ しゃけの けつっさっょぬ 
こさうくはか さってっくうっ け こさうけしすぇくけゃかっくうう ょっ-
はすっかぬくけしすう ょぇくくけゅけ いょぇくうは くぇ 60 しせすけお. 
]せょっぉくにっ こさうしすぇゃに こさうゃっかう ゃ うしこけかくっくうっ 
ねすけ さってっくうっ こせすひき けすおかのつっくうは ねかっおすさけ-
しくぇぉあっくうは ゃ いょぇくうう. ぁすけ うしおかのつうすっかぬくぇは 
きっさぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけゅけ くぇおぇいぇくうは くぇ-
こさぇゃかっくぇ くぇ こさっょけすゃさぇとっくうっ せゅさけいに あうい-
くう う いょけさけゃぬは かのょっえ. 

╁すけさけっ けぉとっあうすうっ, くぇ おけすけさけき たけすっかけしぬ 
ぉに いぇけしすさうすぬ ゃくうきぇくうっ し けすさうちぇすっかぬくけえ 
すけつおう いさっくうは, – ねすけ けぉとっあうすうっ ╋〉╆ 『╂╀. 
]っえつぇし せしすぇくぇゃかうゃぇのすしは  ゃしっ けぉしすけはすっかぬ-
しすゃぇ しけゃっさてっくうは ぇょきうくうしすさぇすうゃくけゅけ こさぇ-
ゃけくぇさせてっくうは う ゃうくけゃくにっ かうちぇ. ¨しくけゃくせの 
つぇしすぬ くぇさせてっくうえ, おけすけさにっ しけいょぇのす せゅさけいせ 
あういくう う いょけさけゃぬの  かのょっえ, ょけこせしすうかう しぇきう 
あうかぬちに けぉとっあうすうは. ¨くう ゃ けぉとうた おけさうょけ-
さぇた さぇししすぇゃうかう しゃけう ゃっとう, きっぉっかぬ, こさけかけ-
あうかう くっこさけっおすくにっ かうくうう ねかっおすさけこっさっょぇつ, 
ぇ すぇおあっ いぇくうきぇのすしは しぇきけゃけかぬくにき さぇしてうさっ-
くうっき しゃけうた おけきくぇす. [せおけゃけょしすゃけき ╋〉╆ 『╂╀ 
こさうくうきぇのすしは きっさに こけ しおけさっえてっきせ せしすさぇ-
くっくうの くぇさせてっくうえ. ]さけお こさけゃっょっくうは ぇょきう-
くうしすさぇすうゃくけゅけ さぇししかっょけゃぇくうは けょうく きっしはち, 
ぇ ょぇかぬてっ きぇすっさうぇかに ゃ かのぉけき しかせつぇっ こっさっ-
ょぇのすしは ゃ しせょ. 

╋に ぉせょっき ょけぉうゃぇすぬしは, つすけぉに ゃ ねすけき いょぇくうう 
ぉにか くぇゃっょひく こけさはょけお, こけすけきせ つすけ かのょっえ すぇき 
こさけあうゃぇっす きくけゅけ, っしすぬ すぇおあっ しっきぬう し ょっすぬきう, 
う いぇおさにゃぇすぬ ゅかぇいぇ くぇ すぇおけっ こけかけあっくうっ ょっか きに 
くっ きけあっき. 

‶け さっいせかぬすぇすぇき ゃしった こさけゃっさけお ゃ けすくけてっくうう 
のさうょうつっしおうた かうち, くぇ ぉぇかぇくしっ おけすけさにた くぇたけ-
ょはすしは けぉとっあうすうは, きぇすっさうぇかに ょっか こっさっょぇのすしは 
ゃ こさけおせさぇすせさせ.

╄]〈を ╋′╄′╇╄ 
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′ぇょっあょぇ ‶¨〈┿‶¨╁┿, こさっょしっょぇすっかぬ 
╀っさひいけゃしおけえ ゅけさけょしおけえ すっささうすけさうぇかぬくけえ おけきうししうう

‶っさゃけゅけ きぇさすぇ くぇきう ぉにかけ 
こさうくはすけ さってっくうっ けぉ けすかけあっ-
くうう ゅけかけしけゃぇくうは くぇ ょけしさけつくにた 
ゃにぉけさぇた 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 ゃ しうかせ すけゅけ, 
つすけ ゃ けおさせゅっ けしすぇかしは けょうく いぇ-
さっゅうしすさうさけゃぇくくにえ おぇくょうょぇす. 
〈ぇおうき けぉさぇいけき, きに ゃけいゃさぇとぇ-
っきしは ゃ くぇつぇかぬくせの すけつおせ: せす-
ゃっさあょぇっき くけゃにえ おぇかっくょぇさぬ, 
こさけゃけょうき ゃにょゃうあっくうっ う  さっゅう-
しすさぇちうの おぇくょうょぇすけゃ – くぇつうくぇ-
っき ゃしひ いぇくけゃけ.

′ぇ こけょゅけすけゃおせ お ゃにぉけさぇき 
ぉにかう いぇすさぇつっくに くっきぇかにっ ぉのょ-
あっすくにっ しさっょしすゃぇ う うた こさっょ-
しすけうす ゃけいきっしすうすぬ ゃすけさけきせ いぇ-
さっゅうしすさうさけゃぇくくけきせ おぇくょうょぇすせ 
┿くょさっの ╀ぇさおっっゃせ, しくはゃてっきせ 
しゃけの おぇくょうょぇすせさせ ぉっい ゃに-

くせあょぇのとうた こさうつうく. ╋に せあっ 
こさっょけしすぇゃうかう ┿くょさっの ╁ぇょうきけ-
ゃうつせ こさけきっあせすけつくにえ そうくぇく-
しけゃにえ けすつひす う くぇてう さぇしつひすに. 〉 
っょうくしすゃっくくけゅけ いぇさっゅうしすさうさけ-
ゃぇくくけゅけ おぇくょうょぇすぇ – ╄ゃゅっくうは 
‶うしちけゃぇ – けしすぇひすしは ゃにょぇくくけっ 
くぇきう せょけしすけゃっさっくうっ. 

ぅ ょせきぇの, つすけ こぇさすうは, ゃにょゃう-
ゅぇは しゃけっゅけ おぇくょうょぇすぇ, こけさせ-
つぇっすしは いぇ くっゅけ, くけ う つっかけゃっお, 
うょせとうえ くぇ ゃにぉけさに こけょ ねゅうょけえ 
こぇさすうう, くっ ょけかあっく っひ こけょゃけ-
ょうすぬ, おぇお しかせつうかけしぬ し ╊╃‶[. 
[っゅうけくぇかぬくけっ けすょっかっくうっ かう-
ぉっさぇかぬくけ-ょっきけおさぇすうつっしおけえ 
こぇさすうう  [けししうう くぇ おけくそっさっく-
ちうう 10 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ けこさっ-
ょっかうかけ しゃけの おぇくょうょぇすせさせ くぇ 
ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに ╀╂¨. ′け ゃ 

ういぉうさぇすっかぬくせの おけきうししうの ┿く-
ょさっえ ╀ぇさおっっゃ こさうてひか ぇあ 19 
はくゃぇさは, ょけ ねすけゅけ けく ゃいはか すぇえき-
ぇせす. ╆くぇつうす, せあっ すけゅょぇ せ くっゅけ 
ぉにかう しけきくっくうは? 

╁ ねすけき こかぇくっ けつっくぬ ゅさぇ-
きけすくけ こけしすせこうかぇ ╉‶[《. ╀にかう 
かのょう, おけすけさにっ たけすっかう こけえすう 
くぇ ゃにぉけさに けす ねすけえ こぇさすうう, くけ 
きっしすくけっ けすょっかっくうっ くっ こさっょ-
かけあうかけ しゃけっえ おぇくょうょぇすせさに, 
すぇお おぇお くっ ぉにかけ せゃっさっくくけしすう ゃ 
おぇくょうょぇすぇた. 

′ぇょっのしぬ, つすけ しぇきけゃにょゃう-
あっくちに, おけすけさにっ くっ ぉにかう いぇ-
さっゅうしすさうさけゃぇくに ゃ しうかせ さはょぇ 
こさうつうく, せつすせす しゃけう けてうぉおう 
う くっょけつひすに ゃ ぉせょせとっき. ╁け-
こっさゃにた, くせあくけ ぉけかっっ けすゃっす-
しすゃっくくけ こけょたけょうすぬ お しぉけさせ 
こけょこうしっえ. 〉 ぃさうは ╄かぇくちっゃぇ 
う ′うおけかぇは ╃せょおけ, おけすけさにっ 
こさうてかう ゃ ういぉうさおけき こけしかっょ-
くうきう, ぉにか ょっそうちうす ゃさっきっくう 
くぇ ねすせ ゃぇあくせの こさけちっょせさせ, 
ぉにすぬ きけあっす, こけねすけきせ こけょ-
こうしくにっ かうしすに ぃさうは ╄かぇくちっ-
ゃぇ しけょっさあぇかう すぇおけっ ぉけかぬてけっ 
おけかうつっしすゃけ くっょけしすけゃっさくにた 
こけょこうしっえ. [ぇぉけすぇ し ういぉうさぇすっ-
かはきう – けつっくぬ おさけこけすかうゃにえ う 
しっさぬひいくにえ すさせょ. 

╉しすぇすう, お  きけきっくすせ ゅけかけしけ-
ゃぇくうは ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ょぇくくに-
きう け つうしかっ ういぉうさぇすっかっえ くぇ 1 

うのかは すっおせとっゅけ ゅけょぇ ういきっくうす-
しは おけかうつっしすゃけ こけょこうしっえ, おけすけ-
さにっ ょけかあくに しけぉさぇすぬ しぇきけゃに-
ょゃうあっくちに. ]おけさっっ ゃしっゅけ, うた 
ぉせょっす ぉけかぬてっ. 

‶さけ ╃せょおけ くせあくけ しおぇいぇすぬ けす-
ょっかぬくけ: いぇ ょゃっ きうくせすに ょけ けおけく-
つぇくうは さっゅうしすさぇちうう けく こさうてひか 
お くぇき し くっゅけすけゃにきう ょけおせきっく-
すぇきう. ╁ ょっくぬ しょぇつう せ くっゅけ くっ 
ぉにかけ うすけゅけゃけゅけ こさけすけおけかぇ, きに 
ょぇかう っきせ けぉさぇいっち, くけ ゅけすけゃにた 
お しょぇつっ ょけおせきっくすけゃ すぇお う くっ 
せゃうょっかう. 

′にくってくうっ ゃにぉけさに ゃ ╀っさひ-
いけゃしおけき – こっさゃにっ ゃけ ゃしっえ けぉ-
かぇしすう, ゅけかけしけゃぇくうっ くぇ おけすけさにた 
けすかけあっくけ うい-いぇ けすしせすしすゃうは 
おけかうつっしすゃぇ くっけぉたけょうきにた おぇく-
ょうょぇすけゃ. ╁け きくけゅうた ]╋╇ ゃに-
しおぇいにゃぇっすしは きくっくうっ, つすけ ねすけ 
くけゃぇは けここけいうちうけくくぇは こけかうす-
すったくけかけゅうは: っしかう くっ こさけたけょうす 
けょうく おぇくょうょぇす – すっき うかう うくにき 
けぉさぇいけき こけおうょぇのす ゅけくおせ ゃしっ 
けしすぇかぬくにっ.  ′け は しおかけくくぇ しつう-
すぇすぬ, つすけ くにくってくはは しうすせぇちうは 
– さっいせかぬすぇす くぇこかっゃぇすっかぬしおけゅけ 
けすくけてっくうは しぇきうた ゃにょゃうあっく-
ちっゃ お こさけちっししせ しぉけさぇ こけょ-
こうしっえ. ‶けたけあっっ こさけういけてかけ ゃ 
‶っさゃけせさぇかぬしおっ. ╇いぉうさぇすっかぬ-
くけっ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけ しけゃっさ-
てっくしすゃせっすしは, けくけ こさっょなはゃかはっす  
ゃしひ ぉけかっっ あひしすおうっ すさっぉけゃぇくうは 

お ゃにぉけさくけきせ こさけちっししせ, う ねすけ 
こさぇゃうかぬくけ. ′ぇこさうきっさ, しっえ-
つぇし ╇いぉうさぇすっかぬくにき おけょっおしけき 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう  せいぇおけ-
くっくけ う こさうゃかっつっくうっ ねおしこっさすぇ-
こけつっさおけゃっょぇ う こさけゃっさおぇ ょぇく-
くにた つっさっい けすょっか さっゅうしすさぇちうう 
ゅさぇあょぇく. ‶けねすけきせ, こさっあょっ 
つっき うょすう くぇ ゃにぉけさに – ういせつうすっ 
いぇおけく.

′けゃにえ ょっくぬ ゅけかけしけゃぇくうは, 4 
ょっおぇぉさは, ゃにぉさぇく くっ しかせつぇえくけ: 
きっしすくにっ ゃにぉけさに ぉせょせす しけゃきっ-
とっくに し ゅけかけしけゃぇくうっき いぇ ょっこせ-
すぇすけゃ ╂けしせょぇさしすゃっくくけえ ╃せきに 
《っょっさぇかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは [けし-
しうえしおけえ 《っょっさぇちうう. 〈ぇおぇは くけさ-
きぇ こさけこうしぇくぇ ゃ しす. 11 ╇いぉうさぇ-
すっかぬくけゅけ おけょっおしぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう. 

′け, くっしきけすさは くぇ すけ, つすけ ゃに-
ぉけさに けすかけあっくに, あういくぬ ゃ ゅけさけ-
ょっ くっ けしすぇくけゃうかぇしぬ. ┿ょきうくう-
しすさぇちうは さぇぉけすぇっす ゃ こさっあくっき 
さっあうきっ, ゃっょひすしは こさうひき ゅさぇあ-
ょぇく, さってぇのすしは ゃしっ くぇしせと-
くにっ ゃけこさけしに. ╋に いぇくうきぇっきしは 
こさぇゃけゃけえ おせかぬすせさけえ, こけょゃけょうき 
うすけゅう ゃしった けぉなはゃかっくくにた おけく-
おせさしけゃ, おけすけさにっ こさうせさけつっくに 
お ゃにぉけさぇき, すぇお おぇお せつぇとうっしは 
ておけか う こっょぇゅけゅう ょけかあくに ぉにすぬ 
ゃけいくぇゅさぇあょっくに いぇ こさけょっかぇく-
くにえ すさせょ. 

╅ょひき こさけょけかあっくうは ゃにぉけさけゃ!

[╄╉╊┿╋┿



ÆÈÂÎÒÍÛÅ
ПРОДАМ

• Щенок лайки, 3 мес. Недорого. 

8-904-38-83-475.

Р Е К Л А М А

• Щенок, помесь овчарки, 3 мес. 

8-904-38-83-475.

Р Е К Л А М А

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ПРОДАМ

• ВАЗ-2105, 2005 г.в., пробег 50 

т.км., есть магнитола, сигнализа-

ция, машина не битая, не гнилая. 

Находится в Березовском. 8-952-73-

30-479.

Р Е К Л А М А

• Комплекты зимних колес: 

НАККАPELITTA-2, 185/60 R 14, 

УРАЛШИНА СЕВЕР 175/70 R 13, МЕ-

ДЕО 175/70 R 13. Рассмотрю обмен 

на литые диски R 13 (нужно 2 трех-

спицевых диска). 8-922-10-00-385.

Р Е К Л А М А

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ

• Коверы 2,7м х 2,4м (Монголия), 

3м х 2м (Турция). 8-952-13-54-180.

Р Е К Л А М А

• Радиоприемник «Ригонда». 

8-952-13-54-180.

Р Е К Л А М А

ЧАСТНЫЕ
БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Смотрите новости на канале 

«Век телевидения»
с понедельника по пятницу, и итоговый 

выпуск в субботу и воскресенье в 

8 00, 13 00, 1800, 2030, 2300

РЕКЛАМА

Р
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К
Л

А
М

А
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К
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А
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А

• Холодильник для дачи. 8-922-
21-81-406.

Р Е К Л А М А

• Телевизор «Samsung», экран 
54 см. 8-912-20-48-327.

Р Е К Л А М А

• Пианино «Элегия», цвет чер-
ный, состояние хорошее. Самовы-
воз. 8-950-63-24-032.

Р Е К Л А М А

Îòêðûòèå!
Áåñêîíòàêòíàÿ ìîéêà

ЕКАД, 23 км, 

поворот на п. Садовый, АЗС «Лукойл»

202-57-07

ЕКАД 23 кмЕКАД 23 км

РЕКЛАМА

• Устройство мочеприемное 
для мужчин «Уроцел». Применя-
ется при юбых формах недержания 
мочи. Абсорбирующиепеленки 
60х90. Памепрсы 52-54 р-р. Все 
импортное. Дешево. 8-902-25-89-
788.

Р Е К Л А М А

• Книги классиков. 8-952-13-54-180.
Р Е К Л А М А

Ïîíåäåëüíèê, 14 ìàðòà
‶っさゃにえ 〈╁『

6.00, 03.25 MUSIC
7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
8.30 HIT CHART
9.55, 02.30 ╋┿╂╇ぅ ╉[╇]┿ ぁ′-

╃╅╄╊┿
10.20 ‶[┿╁╃┿ ╅╇╆′╇
11.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
12.10 【¨‶¨╂¨╊╇╉╇
13.10 ╉〈¨ ╉[〉』╄
13.40 》¨』〉 ╋¨]╉╁〉
14.10 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
15.00, 00.00 〈/] «]‶╊╄〈′╇『┿»
16.00 ART-╉¨╉〈╄╈╊を
16.30, 20.00 ╊ぃ╀¨╁を ] ‶╄[╁¨╂¨ 

╁╆╂╊ぅ╃┿
17.30 ]╁¨╀¨╃╄′
18.00 》¨』〉 ╋¨]╉╁〉
18.30 LIVE IN TELE-CLUB
19.00 ╁〉╆ NEWS
19.30 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇‶[¨-

‶╇╊╄′┿
21.00 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
22.00 〈/] «]╉╁¨〈»
22.30 〈/] «]╄╉] ╁ ╀¨╊を【¨╋ 

╂¨[¨╃╄»
23.25 〈/] «╃╁┿ ] ‶¨╊¨╁╇′¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉┿»
00.50 ╉╊╇′╇╉┿
01.15 〈[╄′╃╇
01.40 〈┿╈′｠╄ ]¨╀╊┿╆′｠
02.05 ╀╄【╄′｠╄ ‶[╄╃╉╇
02.55 〈╄╊╄‶¨[〈

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «╅╃╇ ╋╄′ぅ»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
22.30 ‶¨╄╃╇′╉╇. «╁╄[╀¨╁-

】╇╉». 1-ぅ ]╄[╇ぅ
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ‶¨ 〈╄╊〉»
00.40 》/《 «╉╊╇╉: ] ‶〉╊を〈¨╋ 

‶¨ ╅╇╆′╇»
0 2 . 4 0  》 / 《  « ‶ ¨ ] ╊ ╄ ╃ ′ ぅ ぅ 

╇]〈╇′┿»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 “‶¨]╊╄╃′ぅぅ [¨╊を. 

╂╄¨[╂╇╈ ぃ╋┿〈¨╁”
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╂¨╊〉╀╉┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╉[╇╆╇] ][╄╃′╄╂¨ 

╁¨╆[┿]〈┿»
01.45 》/《 «╁╇╆╇〈 ╃┿╋｠»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.30 〈/] «‶╊┿〈╇′┿» 
15.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄» 
21.30 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
2 3 . 3 5  « 』 ╄ ] 〈 ′ ｠ ╈  ‶ ¨ ′ ╄ -

╃╄╊を′╇╉» 
00.25 «【╉¨╊┿ ╆╊¨]╊¨╁╇ぅ» 
01.30 «《〉〈╀¨╊を′┿ぅ ′¨』を» 
01.45 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【» 
02.40 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.05 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «╁[┿╂╇»
12.10 ╃/《 «〉』[╄╃╇〈╄╊を»
12.50 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
13.45, 15.20, 16.40, 18.25 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋
14.15 》/《 «╃╄╊¨ ]〉》¨╁¨-╉¨-

╀｠╊╇′┿», 1 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.05 ╉〉╋╇[｠
17.35 ¨〈 ┿′]┿╋╀╊ぅ ╃¨ ¨[-

╉╄]〈[┿ 
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20 . 05  ]┿〈╇ .  ′╄]╉〉』′┿ぅ 

╉╊┿]]╇╉┿...
20.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ]〈┿╊╇′ ╇ ‶╇]┿〈╄╊╇
22.40 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 ]‶╄╉〈┿╉╊を «[┿′を【╄»
0 0 . 5 5  ╃ ¨ ╉ 〉 ╋ ╄ ′ 〈 ┿ ╊ を ′ ┿ ぅ 

╉┿╋╄[┿
01.40 ACADEMIA

7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.30 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
10.25 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
11.00, 14.00, 02.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.20 «]〈[┿′┿.RU.»
12.35 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
13.10, 02.25 «′┿〉╉┿ 2.0»
13.40, 00.00, 03.30 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
14.45 【¨[〈-〈[╄╉
16.00 ╀╇┿〈╊¨′
19.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.50 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄
20.00  «′¨╁¨]〈╇.  ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.00, 02.55 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
21.25 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/2 《╇′┿╊┿ 

╉¨′《╄[╄′『╇╇ «╆┿‶┿╃»
00.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
01.10 TOP GEAR

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.45 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ [¨╃╇╊]ぅ»
10.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╂╄′╇ぅ»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇»
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.35 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «‶┿〈[〉╊を»
22.45 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.05 》/《 «]╋╄[〈を 《╇╊┿-

〈╄╊╇]〈┿»
01.35 》/《 «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈»
04.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.10 》/《 «【┿╂ ╁‶╄[╄╃ - 2: 

〉╊╇『｠»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «〈┿╉]╇»
23.00 ╃¨╋-2 
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 》/《 «ぅ - ]ぁ╋»
03.45 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.35, 18.00, 19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ 
╇]〈¨[╇╇

6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00, 20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ 

╁｠╀¨[»
10.30 «╋╇]〈╄[ ╀╇′»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ - 2»
14.10 》/《 «╃¨╋¨╁¨╈»
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
21.00 》/《 «[╄┿╊を′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を»
23.00, 02.55 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.25 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╃╅¨′′╇ ╋′╄-

╋¨′╇╉»
02.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.40 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00, 7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-
′╄〈┿

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╀╇╀╊╇¨〈╄╉┿[を 3: 

‶[¨╉╊ぅ〈╇╄ ╇〉╃¨╁¨╈ 
』┿【╇»

17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╃╅¨╉╄[»
22.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
00.00 》/《 «ぁ╉╁╇╊╇╀[╇〉╋»
02.00 «╋¨【╄′′╇╉╇»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 «‶[¨╁╄[╄′¨ ′┿ ]╄╀╄»

6.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00, 19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 》/《 «╋¨ぅ ╋┿』╄》┿ - ╇′¨-

‶╊┿′╄〈ぅ′╉┿»
12.05 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
21.00 ╋╇]〈╇』╄]╉┿ぅ ╉¨╋╄╃╇ぅ 

«╆¨╊¨〈¨╈ [╄╀┱′¨╉»
22.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.30 》/《 «╀╊¨′╃╇′╉┿ ╁ 【¨-

╉¨╊┿╃╄»
03.10 》/《 «‶[┿》 ╁[╄╋┱′. ╁¨╆-

╁[┿】╄′╇╄»
05.00 《ぁ′〈╄╆╇ «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ 

╇]╉┿〈╄╊╄»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
6.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 
』┿]»

9.10 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
9.30 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
10.20, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.15 ╃/《 «╉¨╉〈╄╈╊を ╃〉╃┿╄╁┿»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. 〈[〉╃¨╁｠╄ ¨〈-

′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
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‶っさゃにえ 〈╁『

6.00, 03.25 MUSIC
7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
8.30, 18.30 HIT CHART
9.25 «╁]╄ ╊〉』【╄╄ ╁ 〈╄╀╄»
9.55, 02.30 ╋┿╂╇ぅ ╉[╇]┿ ぁ′-

╃╅╄╊┿
10.20 ‶[┿╁╃┿ ╅╇╆′╇
11.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
12.10 ╋┿╋┿, 》¨』〉 ]〈┿〈を 

╆╁╄╆╃¨╈
13.10 ╆╁╄╆╃｠ ′┿ ╊┿╃¨′╇
13.45, 22.30 〈/] «]╄╉] ╁ ╀¨╊を-

【¨╋ ╂¨[¨╃╄»
14.35, 23.25 〈/] «╃╁┿ ] ‶¨╊¨-

╁╇′¨╈ 』╄╊¨╁╄╉┿»
15.00, 00.00 〈/] «]‶╊╄〈′╇『┿»
16.00 ╁〉╆ NEWS
16.30, 20.00 ╊ぃ╀¨╁を ] ‶╄[╁¨╂¨ 

╁╆╂╊ぅ╃┿
17.30 ]╁¨╀¨╃╄′
18.00 ╆╁╄╆╃｠ ′┿ ╊┿╃¨′╇
19.00 ┿RT-╉¨╉〈╄╈╊を
19.30, 22.00 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇-

‶[¨‶╇╊╄′┿
21.00 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
00.50 ╉╊╇′╇╉┿
01.15 ]╊╄╃〉ぃ】╇╈
01.40 〈┿╈′｠╄ ]¨╀╊┿╆′｠
02.05 ╀╄【╄′｠╄ ‶[╄╃╉╇
02.55 ′╄[╄┿╊を′｠╄ ╇╂[｠

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
22.30 ‶¨╄╃╇′╉╇. «╁╄[╀¨╁-

】╇╉». 2-ぅ ]╄[╇ぅ
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «╉╁′. 50 ╁╇[〈〉┿╊を′｠》 

╇╂[»
00.50 》/《 «╇╃╄′〈╇《╇╉┿『╇ぅ»
02.30 》/《 «¨╃╇′¨╉┿ぅ ╀╄╊┿ぅ 

╅╄′】╇′┿»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╂¨╊〉╀╉┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «¨╀╋┿′】╇╉╇»
01.55 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
03.05 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
03.40 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨-

╇]【╄]〈╁╇╄. [┿]]╊╄╃¨-
╁┿′╇╄» 

10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.30 〈/] «‶╊┿〈╇′┿» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄» 
21.30 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 «╉┿‶╇〈┿╊.RU» 
00.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
01.00 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇-

′¨╉» 
02.00 《〉〈╀¨╊. «╀┿╁┿[╇ぅ» - 

«╇′〈╄[» (╇〈┿╊╇ぅ)  
04.15 «╊╇╂┿ 』╄╋‶╇¨′¨╁ 〉╄《┿. 

¨╀╆¨[»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «′¨』′¨╈ ╇╆╁¨╆』╇╉»
11.50, 16.40, 18.20, 01.10 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋｠
13.45 ‶ぅ〈¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄
14.15 》/《 «╃╄╊¨ ]〉》¨╁¨-╉¨-

╀｠╊╇′┿», 2 ]╄[╇ぅ
15.20 ╃/《 «〈┿╊╄╈[┿′»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.05 ]〈┿╊╇′ ╇ ‶╇]┿〈╄╊╇
17.30 ¨〈 ┿′]┿╋╀╊ぅ ╃¨ ¨[-

╉╄]〈[┿ 
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
20.45 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
21.25 ACADEMIA
22.15 ]〈┿╊╇′ ╇ ‶╇]┿〈╄╊╇
22.45 ┿‶¨╉[╇《
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╀〉╃╃┿ [〉》′〉╊ ¨〈 

]〈｠╃┿»
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.10 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
10.30, 23.30 «╀╇┿〈╊¨′»
11.00, 14.00, 18.05, 00.15, 02.30 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 02.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.10 «′┿〉╉┿ 2.0»
13.40, 00.00, 03.50 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
15.10 》/《 «]¨╊╃┿〈｠ 《¨[〈〉′｠»
17.05 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
18.20 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30  ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ 

╉┿』╄]〈╁┿
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/2 《╇′┿╊┿ 

╉¨′《╄[╄′『╇╇ «╁¨]〈¨╉»
01.20, 05.10 TOP GEAR

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «[┿╈]╉¨╄ ぅ╀╊¨』╉¨»
10.15 》/《 «′┿ ╀╄╆｠╋ぅ′′¨╈ 

╁｠]¨〈╄»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «′┿ ╀╄╆｠╋ぅ′′¨╈ 

╁｠]¨〈╄». ‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╂╄′╇ぅ»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇»
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ [╄‶¨[〈┿╅
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «』〉╅¨╈ ╁ ╃¨╋╄»
22.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.15 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
02.15 》/《 «‶┿〈[〉╊を»
03.55 》/《 «]╋╄[〈を 《╇╊┿〈╄-

╊╇]〈┿»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.10 》/《 «〈┿╉]╇»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30, 20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ 

‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
21.00 》/《 «〈┿╉]╇ - 2»
23.00 ╃¨╋-2 
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «10 ‶[╇』╇′ ╋¨╄╈ 

′╄′┿╁╇]〈╇»
02.50 》/《 «‶[┿╁╇╊┿ ]‒╄╋┿: 

╋╄〈¨╃ ╀┿╀′╇╉┿»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30, 18.00, 19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ 
╇]〈¨[╇╇

6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 «╋╇]〈╄[ ╀╇′»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ - 2»
14.10 》/《 «》¨╆ぅ╇′ 〈┿╈╂╇»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
2 1 . 0 0  》 / 《  « ′ ┿ ] 〈 ¨ ぅ 】 ┿ ぅ 

╋┿╉╉¨╈»
23.00, 02.45 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.15 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╋]〈╇〈╄╊を»
02.40 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.30 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00, 7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-
′╄〈┿

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «ぁ╉╁╇╊╇╀[╇〉╋»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╃╅¨╉╄[»
22.00, 04.00 «╅┿╃′¨]〈を»
00.00 》/《 «╋╄〈[¨»
02.10 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
03.00 «‶¨╉╄[»

6.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 ╋╇]〈╇』╄]╉┿ぅ ╉¨╋╄╃╇ぅ 

«╆¨╊¨〈¨╈ [╄╀┱′¨╉»
11.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «╃╄╅┿ ╁ぃ»
23.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ] ╅╄╋-

』〉╅′¨╈ ]╄[┱╅╉¨╈»
03.45 》/《 «]〉‶[〉╅╄]〈╁¨»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅-
╃｠╈ 』┿]»

9.10 «╂〉[╋ぁ»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 ╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 16 ìàðòà
‶っさゃにえ 〈╁『

6.00, 03.25 MUSIC
7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
8.30, 18.30 HIT CHART
9.00 ┿RT-╉¨╉〈╄╈╊を
9.25 «╁]╄ ╊〉』【╄╄ ╁ 〈╄╀╄»
9.55,  02.30 ╋┿╂╇ぅ ╉[╇]┿ 

ぁ′╃╅╄╊┿
10.20 ‶[┿╁╃┿ ╅╇╆′╇
11.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
12.10, 19.30, 22.00 ╄╊╄′┿ ╇╆ 

‶¨╊╇‶[¨‶╇╊╄′┿
13.10 ╉〈¨ ╉[〉』╄
13.45, 22.30 〈/] «]╄╉] ╁ ╀¨╊を-

【¨╋ ╂¨[¨╃╄»
14.35, 23.25 〈/] «╃╁┿ ] ‶¨╊¨-

╁╇′¨╈ 』╄╊¨╁╄╉┿»
15.00, 00.00 〈/] «]‶╊╄〈′╇『┿»
16.00 LIVE IN TELE-CLUB
16.30, 20.00 ╊ぃ╀¨╁を ] ‶╄[╁¨╂¨ 

╁╆╂╊ぅ╃┿
17.30 ]╁¨╀¨╃╄′
18.00 ╆╁╄╆╃｠ ′┿ ╊┿╃¨′╇
19.00 ╁〉╆ NEWS
21.00 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
00.50 ╉╊╇′╇╉┿
01.15 ]╊╄╃〉ぃ】╇╈
01.40 〈┿╈′｠╄ ]¨╀╊┿╆′｠
02.05 ╀╄【╄′｠╄ ‶[╄╃╉╇
02.55 ╇╉¨′┿ ╁╇╃╄¨╇╂[

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
22.30 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 《╇╊を╋ ‶. 【╄[╄╋╄〈┿
00.50 》/《 «╉[┿╃〉】╇╈]ぅ 〈╇╂[, 

╆┿〈┿╇╁【╇╈]ぅ ╃[┿╉¨′»
03.10 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ 

╀〉╃╄〈»
04.00 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╂¨╊〉╀╉┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╋┿╅╄]〈╇╉»
03.15 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.10 〈/] «╃╄╁〉【╉┿-]‶╊╄〈-

′╇『┿ - 2»

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.30 〈/] «‶╊┿〈╇′┿» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄» 
21.30 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 «╃╄╊¨ 〈╄╋′¨╄» 
00.25 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
01.30 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【» 
02.25 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
03.30 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!» 
04.05 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «[〉╃╇′»
12.15, 15.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.45 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.15 》/《 «╃╄╊¨ ]〉》¨╁¨-╉¨-

╀｠╊╇′┿», 3 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.05 ]〈┿╊╇′ ╇ ‶╇]┿〈╄╊╇
17.30 ¨〈 ┿′]┿╋╀╊ぅ ╃¨ ¨[-

╉╄]〈[┿ 
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.45 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
21.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ]〈┿╊╇′ ╇ ‶╇]┿〈╄╊╇
22.45 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «]〈╄╊╊┿»
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40, 20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠
16.00, 21.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
17.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
17.55 TOP GEAR
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
20.00  «′¨╁¨]〈╇.  ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
20.20 «10 +»
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.25 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/2 《╇′┿╊┿ 

╉¨′《╄[╄′『╇╇ «╆┿‶┿╃»
00.00, 04.20 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «[╄╈〈╇′╂»
01.05 TOP GEAR
02.20 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. 〉′╇╉] - 

«》¨′╉┿»
04.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.35 》/《 «‶[¨】┿╊を′┿ぅ ╂┿-

]〈[¨╊を «┿[〈╇]〈┿»
10.10 》/《 «》╊╄╀, ╆¨╊¨〈¨, 

′┿╂┿′»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]╉┿╆ ‶[¨ 〈¨, ╉┿╉ 

『┿[を ‶╄〈[ ┿[┿‶┿ ╅╄′╇╊»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╂╄′╇ぅ»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇»
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╀¨╋╅»
23.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.30 》/《 «┿′╂╄╊ ╋╄]〈╇»
02.15 》/《 «』〉╅¨╈ ╁ ╃¨╋╄»
04.05 》〉╃¨╅╄]〈╁╄′′｠╈ 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30, 02.00 〈/] «10 ‶[╇』╇′ 

╋¨╄╈ ′╄′┿╁╇]〈╇»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «〈┿╉]╇ - 2»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30, 20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ 

‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
21.00 》/《 «〈┿╉]╇ - 3»
23.00 ╃¨╋-2 
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.50 ╃/《 «╂¨╃ ぅ¨»
04.30 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.35 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
6.55 «╋╄╀╄╊を ╉┿╉ ¨′┿ ╄]〈を»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠
16.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ - 2»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00 ′¨╁¨]〈╇
19.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
20.30 ′¨╁¨]〈╇
21.00 》/《 «╋｠╋[┿»
23.00, 02.45 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.15 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╆┿】╇〈′╇╉»
02.40 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.30 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠
16.10 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╃╅¨╉╄[»
22.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»
23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
00.00 》/《 «╀╊ぁ╉╃╅╄╉»
02.10 «╅╇╆′を ╉┿╉ 』〉╃¨»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»

6.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
] 10.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠
16.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 》/《 «╃′╄╁′¨╈ ]╁╄〈»
23.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 ╉¨╋╄╃╇╈′｠╈ ]╄[╇┿╊ 

«〈╄¨[╇ぅ  ╀¨╊を【¨╂¨ 
╁╆[｠╁┿»

01.30 ╃[┿╋┿ «〈┿╉]╇]〈»
03.40 ╃[┿╋┿ «‶[¨【╊¨╄»
04.50 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅-
╃｠╈ 』┿]»

9.10 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
17.10 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
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‶¨╆╃[┿╁╊ぅ╄╋ 

ÊÓËÜÒÓÐÀ – ÍÀÐÎÄÓ, ÄÂÎÐÅÖ – ÌÎËÎÄ¨ÆÈ
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╉¨╂╃┿ きぇかにてせ うしこけかくはっすしは ゅけょうお, けく せあっ しぇきけしすけはすっかぬくけ たけょうす, くぇつうくぇっす 
ゅけゃけさうすぬ こけ しかけゅぇき う せ くっゅけ こさけさっいぇのすしは こっさゃにっ いせぉおう. ┿ くっしすぇくょぇさすくにえ 

«さっぉひくけお», おけすけさにえ ゃ ぉせょせとっっ ゃけしおさっしっくぬっ けすきっすうす こっさゃにえ ゅけょ しゃけっえ あういくう, 
せあっ せしこっか いぇゃっしすう すにしはつう ょさせいっえ う こけきけつぬ きくけゅうき すゃけさつっしおうき ゅけさけあぇくぇき けしせ-
とっしすゃうすぬ しゃけう うょっう. ╃ゃけさちせ きけかけょひあう – ゅけょ.

╆ぇ ゃさっきは さぇぉけすに ゃ しすっくぇた おせかぬすせさくけゅけ 
いぇきおぇ こさけてかけ 35 おさせこくにた ゅけさけょしおうた きっさけ-
こさうはすうえ, くぇ おけすけさにた こけぉにゃぇかう 13000 いさうすっ-
かっえ. ‶けきうきけ すさぇょうちうけくくにた «おさぇしくにた» ょぇす, 
けすきっつぇっきにた っあっゅけょくけ, ゃこっさゃにっ しけしすけはかけしぬ 
けゅさけきくけっ おけかうつっしすゃけ すけさあっしすゃっくくにた しけ-
ぉさぇくうえ, こけしゃはとひくくにた こさけそっししうけくぇかぬくにき 
こさぇいょくうおぇき. ]け しちっくに ╃ゃけさちぇ こけいょさぇゃかはかう 
てぇたすひさけゃ, しすさけうすっかっえ, こけあぇさくにた, さぇぉけす-
くうおけゃ ょけさけあくけゅけ たけいはえしすゃぇ, ╋』] う ╅╉》. ╇ 
うきっくくけ こけはゃかっくうっ くけゃけえ こかけとぇょおう しすぇかけ 
こけゃけょけき ょかは ゃけいけぉくけゃかっくうは すぇおけえ すさぇょうちうう. 

– ╁ぇあくっっ おけかうつっしすゃぇ きっさけこさうはすうえ うた 
さぇいくけけぉさぇいうっ, – ゅけゃけさうす たけいはえおぇ ╃ゃけさちぇ, 
いぇゃっょせのとぇは ¨すょっかけき こけ ょっかぇき きけかけょひあう 
╇さうくぇ ‶けくけきぇさひゃぇ. – 〈けかぬおけ ょかは ょっすっえ きに 
しすけかぬおけ ゃしっゅけ こさけゃっかう! 『うさおけゃにっ こさっょ-
しすぇゃかっくうは, 【けせ きにかぬくにた こせいにさっえ, ╁しっきうさ-
くにえ ょっくぬ おけてっお し こけおぇいけき きせかぬすそうかぬきけゃ う 

きぇしすっさ-おかぇししけき こけ ういゅけすけゃかっくうの うゅさせてっお. 
╁ ゅけさけょっ しすぇかぇ さぇいゃうゃぇすぬしは ゃにしすぇゃけつくぇは 
ょっはすっかぬくけしすぬ, さっゅせかはさくけ せ くぇし こさけたけょはす 
おぇさすうくくにっ う そけすけゃにしすぇゃおう. 

╀かぇゅけさけょくにき うくすっさぬっさぇき ╃ゃけさちぇ しすさっ-
きはすしは しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ う いさうすっかう, おけすけさにっ 
こけくぇつぇかせ てうさけおけ さぇしおさにゃぇかう ゅかぇいぇ, せょうゃ-
かははしぬ せぉさぇくしすゃせ ぉにゃてっえ «╃させあぉに». ┿, 
せゃうょっゃ おさぇしくけっ, こさぇおすうつっしおう けしおぇさけゃしおけっ, 
おけゃさけゃけっ こけおさにすうっ いぇかぇ, けぉっとぇかう ぉさぇすぬ 
し しけぉけえ しきっくくせの けぉせゃぬ. ′ぇ ゅけさけょしおせの こせ-
ぉかうおせ ょぇあっ すぇおけえ さっきけくす ねおけくけき-おかぇししぇ 
こさけういゃけょうす しうかぬくけっ ゃこっつぇすかっくうっ. ‶さぇゃょぇ, 
けす «せょけゃけかぬしすゃうは» こさうかっこうすぬ あゃぇつおせ こけょ 
しうょっくうっ きくけゅうっ すぇお う くっ きけゅせす せょっさあぇすぬしは 
– ねすけ っょうくしすゃっくくぇは そけさきぇ ゃぇくょぇかういきぇ, し 
おけすけさけえ ぉけさのすしは さぇぉけすくうおう ╃ゃけさちぇ. 

‶けしすけはくくにきう あうすっかはきう けぉくけゃかひくくけゅけ 
いょぇくうは しすぇかう ゃけしこうすぇくくうおう «╋けかけょひあくけえ 

ておけかに ぉせょせとっゅけ» う «╇きこっ-
さうう きけかけょひあう». ╆ょっしぬ けくう 
こさぇおすうつっしおう あうゃせす, しゃっす ゃ 
けおくぇた うた おぇぉうくっすけゃ ゅけさうす 
ょけこけいょくぇ, ゃけ ╃ゃけさちっ さっぉは-
すぇ う さぇぉけすぇのす う けすょにたぇのす. 

– ]っえつぇし くぇ さぇぉけすせ こさう-
たけょうてぬ おぇお くぇ こさぇいょくうお, 
– ょっかうすしは しゃけうきう ゃこっつぇす-
かっくうはきう せつぇしすくうちぇ ╋【╀ 
╄かっくぇ ]けおけかけゃぇ, – ゃけおさせゅ 
すぇお ゃしひ おさぇしうゃけ! ]ぇきけっ 
おかぇししくけっ, つすけ きに こさうくうきぇ-
かう くっこけしさっょしすゃっくくけっ せつぇ-
しすうっ ゃ しけいょぇくうう くにくってくっえ 
けぉしすぇくけゃおう: けつうとぇかう いぇか 
けす しすぇさにた しうょっくうえ, せぉうさぇ-

かう たかぇき. ┿ すっこっさぬ ゃうょうてぬ ねすけ ゃっかうおけかっこうっ 
う ょせきぇってぬ: «う は こさうかけあうかぇ させおせ お さぇぉけすっ». 

¨ょくぇ うい しすぇさっえてうた ゃぇたすひさけゃ ╃ゃけさちぇ きけ-
かけょひあう, ╊ぇさうしぇ ╉ぇかうくうくぇ, こさけさぇぉけすぇゃてぇは 
くぇ しゃけひき こけしすせ 11 かっす, すけあっ さぇょぇ こっさっきっ-
くぇき. ′っしきけすさは くぇ すけ, つすけ けたさぇくはすぬ しすっくに 
╃ゃけさちぇ けす くぇてっしすゃうは ゃぇさゃぇさけゃ すっこっさぬ こさう-
たけょうすしは おさせゅかけしせすけつくけ, あうすぬ しすぇかけ ゃっしっかっっ. 

– [ぇくぬてっ-すけ おさけきっ ょうしおけすっお くうつっゅけ くっ 
ぉにかけ, ぇ しっえつぇし きけかけょひあう きくけゅけ, おけくちっさすに 
》けさぇ ゃっすっさぇくけゃ こさけたけょはす う «╉せさぇえ» いぇきっ-
つぇすっかぬくにっ ゃっつっさぇ けさゅぇくういせっす, – さぇししおぇいに-
ゃぇっす ╊ぇさうしぇ ╂ぇゃさうかけゃくぇ. 

╅ういくぬ すゃけさつっしおうた おけかかっおすうゃけゃ – けすょっかぬ-
くぇは こっしくは. ]ゃけの こけしすけはくくせの さっこっすうちうけくくせの 
ぉぇいせ けぉさっかう 》けさ ゃっすっさぇくけゃ, «╉せさぇえ» う ぇく-
しぇきぉかぬ «[せしうつう». ′け ぇさすうしすに, ゃ けしけぉっくくけしすう 
すぇくちっゃぇかぬくにっ おけかかっおすうゃに, つぇしすけ ゃにしすせこぇの-
とうっ くぇ くけゃけえ しちっくっ, うしこにすにゃぇのす くっせょけぉしすゃぇ 
うい-いぇ けすしせすしすゃうは いぇおせかうしぬは う ゅさうきひさけお. ╇く-

すさうゅぇ くけきっさぇ さぇしおさにゃぇっすしは, おけゅょぇ ぇさすうしすに 
ぉっゅせす くぇ しちっくせ つっさっい いさうすっかぬくにえ いぇか, ぇ こっさっ-
けょっゃぇすぬしは こさうたけょうすしは くぇ ゃすけさけき ねすぇあっ. ぁすう 
せかせつてっくうは – くっ っょうくしすゃっくくぇは いぇぉけすぇ たけいはっゃ. 
╄しすぬ せ くうた う ょさせゅうっ うょっう, くぇこさうきっさ, こさっゃさぇ-
とっくうっ ゃすけさけゅけ ねすぇあぇ, くっ いぇすさけくせすけゅけ さっきけく-
すけき, ゃ いぇか-すさぇくしそけさきっさ ょかは こさけゃっょっくうは すっ-
きぇすうつっしおうた ゃっつっさけゃ, うゅさ う ぉぇくおっすけゃ. ′け ねすう 
いぇょぇつう ぉせょせす さってぇすぬしは こけ きっさっ ゃいさけしかっくうは 
ゅけさけょしおけゅけ つぇょぇ. 

╉けくっつくけ, こけはゃかっくうの ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう 
ゅけさけょ けぉはいぇく ┿かっおしぇくょさせ ╉させつうくうくせ, おけすけ-
さにえ う こさっゃさぇすうか «╃させあぉせ» ゃ しぇきせの おさぇしう-
ゃせの ゅけさけょしおせの こかけとぇょおせ. ‶けしかっ けすおさにすうは 
けく くっ こっさっしすぇか ょっかぇすぬ こけょぇさおう しゃけっきせ ょっ-
すうとせ, う こけょ ′けゃにえ ゅけょ ゃすけさけえ ねすぇあ う そけえっ 
いょぇくうは せおさぇしうかけ しうくっっ くっぉけ うい そけくぇさっえ.  
′っせょうゃうすっかぬくけ, つすけ ゅけょけゃとうくせ しつぇしすかうゃけえ 
あういくう ╃ゃけさちぇ  っゅけ さぇぉけすくうおう こけしゃはすうかう 
とっょさけきせ ぉかぇゅけすゃけさうすっかの.

《¨〈¨[╄‶¨[〈┿╅
╀かうくけゃ くぇ こさぇいょくうおっ ぉにかけ きくけゅけ. 』すけ しぇきけっ こさうはすくけっ, おぇあょにえ けすゃっょぇか 

すさぇょうちうけくくけっ きぇしかっくうつくけっ せゅけとっくぬっ ぉっしこかぇすくけ. ¨さゅぇくういぇすけさに こけいぇぉけすう-
かうしぬ け すけき, つすけぉに う ゃいさけしかにっ, う ょっすう きけゅかう ゃょけゃけかぬ くぇっしすぬしは ぉかうくぇきう.ÏÎÃÓËßËÈ ØÈÐÎÊÎ!

‶けおぇ いさうすっかう せつぇ-
しすゃけゃぇかう ゃ おけくおせさしぇた, 
くぇ しちっくっ ゃにしすせこうかう 
すゃけさつっしおうっ おけかかっおすうゃに 
╂╉╃『  «╆けかけすけえ おぇぉかせ-
つけお», ちうさおけゃぇは しすせょうは 
«┿すすさぇおちうけく», «╆ぇさはく-
おぇ» う ょさせゅうっ.

╀かぇゅけょぇさは きくけゅけつうしかっくくにき いぇぉぇゃぇき くう けょうく せつぇしすくうお ╋ぇしかっくうちに くっ 
せしこっか いぇきひさいくせすぬ. ╋せあつうくに こけおぇいにゃぇかう しうかせ う せょぇかぬ, しけさっゃくせはしぬ ゃ こけょ-
くはすうう ゅうさう う ぇさきさっしすかうくゅっ. ╃っすう おうょぇかうしぬ きひすかぇきう う こさにゅぇかう ゃ きっておぇた, 
しぇきにっ けすゃぇあくにっ ゃしすせこうかう ゃ ぉけえ こけょせておぇきう. ┿ ゃけす ゃ こっさっすはゅうゃぇくうう おぇくぇすぇ 
しゃけう しうかに こけこさけぉけゃぇかう ゃしっ, ょぇあっ あっくとうくに. ╁ こさっょょゃっさうう 8 ╋ぇさすぇ ょぇきに 
ぉけさけかうしぬ いぇ しおけゃけさけょに, おけすけさにっ けさゅぇくういぇすけさに こけょぇさうかう こけぉっょうすっかはき. 

╃ ゃ せ た き っ -
すさけゃけっ つせ-
つっかけ ╋ぇし-
か っ く う ち に , 
せおさぇてぇゃてっっ 
〈 け さ ゅ け ゃ せ の 
こかけとぇょぬ くぇ 
こさけすはあっくうう 
ゃしっゅけ こさぇいょ-
くうおぇ, しけあゅかう 
ゃ しぇきけき おけく-
ちっ ゅせかはくうえ. 
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«ÂÅÑÅÍÍÈÉ»
╇くゅさっょうっくすに: 
• 300 ゅ おせさうくけゅけ 

そうかっ
• 3 はえちぇ
• 400 ゅ おぇさすけそっかは
• 300 ゅ きけさおけゃう
• 200 ゅ きぇさうくけゃぇく-

くにた てぇきこうくぬけくけゃ
• かせお-こけさっえ 

うかう さっこつぇすにえ
• しけかぬ, きぇえけくっい

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
╉ぇさすけそっかぬ う きけさおけゃぬ 

けすゃぇさうすぬ ょけ ゅけすけゃくけしすう, 
けしすせょうすぬ, こけつうしすうすぬ. ╉せ-
さうくけっ そうかっ けすゃぇさうすぬ ょけ 
ゅけすけゃくけしすう (ゃぇさうすぬ けおけ-
かけ 20 きうくせす こけしかっ いぇおうこぇくうは). ╉ぇさすけそっかぬ くぇすっさっすぬ くぇ きっかおけえ すひさおっ. ╋けさおけゃぬ う はえちぇ 
くぇすっさっすぬ くぇ きっかおけえ すひさおっ. 《うかっ う ゅさうぉに きっかおけ くぇさっいぇすぬ. ╊せお くぇさっいぇすぬ こけかせおけかぬちぇ-
きう. ╄しかう ゃに うしこけかぬいせっすっ さっこつぇすにえ かせお, っゅけ くっけぉたけょうきけ きっかおけ こけおさけてうすぬ う いぇかうすぬ 
おうこはすおけき くぇ ょっしはすぬ きうくせす, いぇすっき ゃけょせ しかうすぬ. ′ぇ ょくけ すぇさっかおう ゃにかけあうすぬ おぇさすけそっかぬ, 
くっきくけゅけ こけしけかうすぬ, しきぇいぇすぬ きぇえけくっいけき. ′ぇ おぇさすけそっかぬ ゃにかけあうすぬ ゅさうぉに, しきぇいぇすぬ きぇえ-
けくっいけき. ]かっょせのとうっ しかけう: きけさおけゃぬ, そうかっ, かせお, はえちぇ. ╉ぇあょにえ しかけえ しきぇいにゃぇすぬ きぇえけ-
くっいけき.  〉おさぇしうすぬ しぇかぇす いっかっくぬの.

«ÏÎËßÍÊÀ»
╇くゅさっょうっくすに: 

• はえちぇ – 6 てす.
• きけさおけゃぬ – 1 てす.
• おぇさすけそっかぬ – 3 てす.
• けゅせさっち しけかひくにえ – 2 てす.
• けゅせさっち しゃっあうえ – 1 てす.
• おけかぉぇしぇ ゃぇさ. – 100 ゅ
• おけかぉぇしぇ おけこつ. – 100 ゅ
• いっかっくぬ: かせお いっかひくにえ, 

せおさけこ, こっすさせておぇ
• きぇけえくっい, しけかぬ

╃かは せおさぇてっくうは:
• さっょうし
• けゅせさっち
• かうしすぬは しぇかぇすぇ
• おせょさはゃぇは こっすさせておぇ
• しぇかはきう ょかは さけいけつおう
• きぇしかうくぇ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
¨すゃぇさうすぬ おぇさすけそっかぬ, きけさおけゃぬ, はえちぇ. ¨しすせょうすぬ う けつうしすうすぬ けゃけとう う はえちぇ. ‶けさっいぇすぬ 

くぇ おせぉうおう (は こけかぬいせのしぬ しっすけつおけえ ょかは ういきっかぬつっくうは). ‶けさっいぇすぬ けゅせさちに う おけかぉぇしせ, ょけ-
ぉぇゃうすぬ きっかおけ くぇさっいぇくくせの いっかっくぬ. ‶っさっきってぇすぬ う いぇこさぇゃうすぬ きぇえけくっいけき, こけしけかうすぬ. 

╁にかけあうすぬ くぇ すぇさっかおせ かうしすぬは しぇかぇすぇ. ]ゃっさたせ せかけあうすぬ しぇき しぇかぇす. ¨ゅせさっち さぇい-
さっいぇすぬ こけこけかぇき う くぇさっいぇすぬ ょけかぬおぇきう. [っょうし さぇいさっいぇすぬ こけこけかぇき. 〉おかぇょにゃぇすぬ こけ 
けつっさっょう さっょうし う けゅせさっち こけ ぉけおぇき. ]ゃっさたせ こけ おさぇはき こけかけあうすぬ おせょさはゃせの こっすさせておせ. 
‶っさっょ こさうゅけすけゃかっくうっき しぇかぇすぇ せ ゃぇさひくにた はうち けすさっいぇすぬ おせしけつっお う っゅけ こけこけかぇき. 
‶けかけゃうくおう せかけあうすぬ こけ おさせゅせ. ╁ しっさっょうくせ こけかけあうすぬ さけいせ うい しぇかはきう. ¨おぇいにゃぇっすしは, 
ょっかぇっすしは けつっくぬ こさけしすけ. ′ぇさっいぇすぬ しっきぬ すけくおうた おせしけつおけゃ しぇかはきう, こっさゃにえ おせしけつっお 
いぇゃっさくせすぬ ゃ すさせぉけつおせ, ぇ けしすぇかぬくにっ こさうおかぇょにゃぇすぬ ょさせゅ お ょさせゅせ う いぇおさっこかはすぬ いせ-
ぉけつうしすおぇきう.

╋ぇしかうくに くぇさっいぇすぬ すけくっくぬおうきう ょけかぬおぇきう う せおさぇしうすぬ うきう しぇかぇす ゃ さぇえけくっ はうち.

«ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ»
╇くゅさっょうっくすに: 
• しぇかぇす かうしすけゃけえ – 1 てす.
• こっさっこっかうくにっ はえちぇ – 12 てす.
• おうゃう (くっ きはゅおけっ) – 3 てす.
• かせお いっかひくにえ – 1 こせつけお
• せおさけこ – 2 こせつおぇ
• かひゅおうえ きぇえけくっい – 3 しすけかけゃにっ かけあおう
• えけゅせさす – 3 しすけかけゃにっ かけあおう

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]ゃぇさうすっ はえちぇ う さぇいさっあぬすっ うた こけこけかぇき. 

]ぇかぇす くぇさゃうすっ させおぇきう. ¨つうしすうすっ おうゃう う こけ-
さっあぬすっ つっすゃっさすうくおぇきう. ╊せお う せおさけこ きっかおけ くぇてうくおせえすっ. ╋ぇえけくっい ゃいぉっえすっ し えけゅせさすけき う 
いぇこさぇゃぬすっ しぇかぇす.

«ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÈ» 
╇くゅさっょうっくすに: 

• 4 しすけかけゃにっ かけあおう けすゃぇさくけゅけ さうしぇ
• 200 ゅ きはしぇ おけくしっさゃうさけゃぇくくけゅけ おさうかは 

(きけあくけ けすゃぇさくにっ おさっゃっすおう)
• 1 かせおけゃうちぇ 
• 50 ゅ すゃひさょけゅけ くぇすひさすけゅけ しにさぇ
• きぇえけくっい
• ぉけかゅぇさしおうえ こっさっち ょかは せおさぇてっくうは

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╁しっ うくゅさっょうっくすに ゃにかけあうすぬ しかけはきう: おさうかぬ, 

くぇさっいぇくくにえ おせぉうおぇきう う けてこぇさっくくにえ かせお, 
しにさ.  ╉ぇあょにえ しかけえ しきぇいぇすぬ きぇえけくっいけき. 〉おさぇ-

しうすぬ しぇかぇすうお おさぇしくにき う あひかすにき ぉけかゅぇさしおうき こっさちっき う いっかっくぬの.

«ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÖÂÅÒÛ»
╇くゅさっょうっくすに: 
• こっつっくぬ ゅけゃはあぬは 

(ゃぇさ.) – 300 ゅ
• てぇきこうくぬけくに – 200 ゅ
• かせお – 1 てす.
• きけさおけゃぬ – 1 てす.
• おぇさすけそっかぬ (ゃぇさ.) – 

1 てす. (おさせこくぇは)
• はえちぇ (ゃぇさ.) – 4 てす. 

(3 あっかすおぇ ゃ しぇかぇす, 
1 はえちけ + 3 ぉっかおぇ くぇ 
けそけさきかっくうっ)

• しにさ すゃひさょにえ – 50-
60 ゅ

• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ 
ょかは あぇさおう

• きぇえけくっい

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
╂さうぉに くぇさっいぇすぬ, こけあぇさうすぬ くぇ さぇしすうすっかぬくけき きぇしかっ. ‶っつっくぬ くぇすっさっすぬ くぇ 

しさっょくっえ すひさおっ, しきってぇすぬ し ゅさうぉぇきう. ╋けさおけゃぬ こけすっさっすぬ くぇ しさっょくっえ すひさおっ, かせお 
くぇさっいぇすぬ きっかおうきう おせぉうおぇきう, けぉあぇさうすぬ くぇ さぇしすうすっかぬくけき きぇしかっ. ╉ぇさすけそっかぬ こけ-
すっさっすぬ くぇ おさせこくけえ すひさおっ, しにさ – くぇ しさっょくっえ. ╅っかすおう すさひた はうち すっさっすぬ くぇ しさっょ-
くっえ すひさおっ.

]ぇかぇす ゃにかけあうすぬ しかけはきう, こさけきぇいにゃぇは きぇえけくっいけき: おぇさすけそっかぬ, こっつっくぬ し ゅさうぉぇきう, かせお 
し きけさおけゃぬの, しにさ, はうつくにっ あっかすおう.

╃かは けそけさきかっくうは: はえちけ くぇすっさっすぬ くぇ きっかおけえ すひさおっ, ょけぉぇゃうすぬ いっかっくぬ, せおさぇしうすぬ ぉけおぇ 
しぇかぇすぇ. ╁っさた しぇかぇすぇ せおさぇてぇっき ぉっかおけき う ゃぇさひくけえ こっつっくぬの, くぇすひさすにきう くぇ きっかおけえ すひさ-
おっ. ╇い かせおぇ しょっかぇすぬ ちゃっすに.

ÇÀÁÀÂÍÀß ÊÓËÈÍÀÐÈß
10 きっしすけ: ╃けかゅけっ ゃさっきは しつう-

すぇかけしぬ, つすけ けきかっす ういけぉさっかう ぇゃ-
しすさうえしおうっ ぉっょくはおう, こけしおけかぬおせ 
ゃ おかぇししうつっしおうえ ゃぇさうぇくす けきかっすぇ 
ょけぉぇゃかはかけしぬ けつっくぬ きくけゅけ つひさ-
しすゃけゅけ たかっぉぇ. ′け, けおぇいにゃぇっすしは, 
ねすけ おけさけかっゃしおけっ おせてぇくぬっ: さっ-
ちっこす けきかっすぇ こさうょせきぇか ゃっくしおうえ 
こけゃぇさ ゃ XIX ゃっおっ しこっちうぇかぬくけ 
ょかは うきこっさぇすけさぇ ╇けしうそぇ I. 

9 きっしすけ: ╋ぇえけくっい, ゃけい-
きけあくけ, くうおけゅょぇ ぉに くっ ぉにか 
ういけぉさっすひく, っしかう ぉに くっ けしぇょぇ 
そさぇくちせいしおけゅけ ゅけさけょぇ ╋ぇえ-
けく. ╃かは さっきけくすぇ おさっこけしすくにた 
しすっく けしぇあょひくくにっ うしこけかぬいけゃぇ-
かう (おぇお すけゅょぇ ぉにかけ こさうくはすけ) 
はうつくにっ ぉっかおう. ╅っかすおう けしすぇ-
ゃぇかうしぬ, う ゅっさちけゅ [うてっかぬっ こさう-
おぇいぇか こさうょせきぇすぬ し くうきう おぇおけえ-
くうぉせょぬ しけせし, つすけぉに ょけぉさけ くっ 
こさけこぇょぇかけ いさは. 

8 きっしすけ: ┿ ゃけけぉとっ, ういけぉさっ-
すっくうっき くけゃにた ぉかのょ おすけ すけかぬおけ 
くっ いぇくうきぇかしは! ′ぇこさうきっさ, しけ-
っゃせの おけかぉぇしせ こさうょせきぇか のさうしす 
う すぇかぇくすかうゃにえ こけかうすうお ╉けくさぇょ 
┿ょっくぇせねさ ゃけ ゃさっきは こっさゃけえ きう-
さけゃけえ. ‶っさゃせの しけっゃせの おけかぉぇしせ 
けすこさぇゃうかう ゃ ゅけしこうすぇかぬ ゃ ╊けく-
ょけくっ, う ゃさぇつう, おぇお う こぇちうっくすに 
ぉにかう ゃ こけかくけき ゃけしすけさゅっ.

7 きっしすけ: ‶かけゃ, けおぇいにゃぇっすしは, 
ういけぉさっかう こけゃぇさぇ ┿かっおしぇくょさぇ 
╋ぇおっょけくしおけゅけ. ¨く ぉにか けつっくぬ 

さぇいぉけさつうゃ ゃ っょっ う かのぉうか ゅけ-
さはつせの けしすさせの こうとせ. 〈ぇお ゃけす, ゃ 
けょくけき うい こけたけょけゃ こけゃぇさぇ こさう-
ゅけすけゃうかう さうし し きけさおけゃおけえ う 
おさぇしくにき こっさちっき. ╉けくっつくけ, ねすけ 
ぉにかけ けつっくぬ けしすさけ, う, つすけぉに おぇお-
すけ しきはゅつうすぬ ねすけす ゃおせし, すせょぇ あっ 
ょけぉぇゃうかう ゃうくけゅさぇょ う ぇぉさうおけしに. 
«‶けかせゃ» こけ-ゅさっつっしおう けいくぇつぇっす 

«さぇいくけけぉさぇいくにえ しけしすぇゃ». ′せ, 
う, おぇお こけくはすくけ うい ょぇかぬくっえてっえ 
うしすけさうう, こけしかっ ╋ぇおっょけくしおけゅけ 
こかけゃ さぇしこさけしすさぇくうかしは くぇ ゃしの 
『っくすさぇかぬくせの ┿いうの. 

6 きっしすけ: ‶うちちせ ういけぉさっかう ゃ 
ょさっゃくっき ╁ぇゃうかけくっ – ねすけ せつひくにっ 
けすおさにかう しけゃしっき くっょぇゃくけ. 

5 きっしすけ: ╀かのょけ, おけすけさけっ いぇ 
ゅさぇくうちっえ ょけ しうた こけさ くぇいにゃぇのす 
«させししおうき しぇかぇすけき» – ねすけ ゃう-
くっゅさっす. ′っしきけすさは くぇ しゃけひ うくけ-
しすさぇくくけっ くぇいゃぇくうっ, けく ぉにか ういけ-
ぉさっすひく うきっくくけ ゃ [けししうう, ゃ XIX 
ゃっおっ. ┿ «ゃうくっゅさ» こけ-そさぇくちせいしおう 
– せおしせし. 

4 きっしすけ: ╀かのょけ し しぇきけえ 
ぉせさくけえ うしすけさうっえ – ねすけ こけあぇさ-
しおうっ おけすかっすに. ¨くう ょっかぇのすしは 
うい おせさはすうくに, くけ ゃ くうた けぉはいぇ-
すっかぬくけ ゃしすぇゃかはっすしは ゅけゃはあぬは 
おけしすけつおぇ. ╇きっくくけ すぇお こにすぇかしは 
けぉきぇくせすぬ うきこっさぇすけさぇ ′うおけかぇは 
I すさぇおすうさとうお うい くっぉけかぬてけゅけ 
ゅけさけょおぇ ¨しすぇておけゃぇ. ╉ぇさっすぇ 
うきこっさぇすけさぇ しかけきぇかぇしぬ ぇおおせ-
さぇす くぇこさけすうゃ すさぇおすうさぇ, ╇た 
╁っかうつっしすゃけ こけあっかぇか おけすかっすに 
うい すっかはすうくに, くけ – せゃに! – っひ せ 

すさぇおすうさとうおぇ くっ ぉにかけ. 〈ぇお ゃけす, 
あっくぇ すさぇおすうさとうおぇ う しょっかぇかぇ 
おけすかっすおう うい おせさけつおう, う けくう すぇお 
こけくさぇゃうかうしぬ ′うおけかぇの, つすけ けく 
ゃっかっか くぇいゃぇすぬ うた こけ そぇきうかうう 
ねすけえ ょぇきに – ‶けあぇさしおうきう – う 
こけょぇゃぇすぬ ゃしっゅょぇ.

3 きっしすけ: ╋ぇおぇさけくに ういけ-
ぉさっかぇ ょけつおぇ ゃかぇょっかぬちぇ けょくけえ 
うすぇかぬはくしおけえ すぇゃっさくに. ╃っゃけつ-
おぇ こさけしすけ うゅさぇかぇ し すっしすけき う 
ゃ つうしかっ こさけつっゅけ さぇいゃってうゃぇかぇ 
くぇ ぉっかぬっゃけえ ゃっさひゃおっ ょかうくくにっ 
すさせぉけつおう うい すっしすぇ. ╄ひ こぇこぇ 
ゃこけしかっょしすゃうう しおけかけすうか こさう-
かうつくけっ しけしすけはくうっ う ゃかけあうか 
っゅけ ゃ しすさけうすっかぬしすゃけ こっさゃけえ ゃ 
きうさっ そぇぉさうおう こけ こさけういゃけょ-
しすゃせ きぇおぇさけく. ╃ぇ, こぇこせ いゃぇかう 
╋ぇさおけ ┿さけくう. 

2 きっしすけ: ╁こさけつっき, ゅけゃけ-
さはす, つすけ さけょうくぇ きぇおぇさけく – ねすけ 

╉うすぇえ. 〈ぇき きぇおぇさけくに ょっかぇかう 
うい さうしけゃけゅけ すっしすぇ. ╇, こけ っとひ 
けょくけえ ゃっさしうう, きぇおぇさけくに こさう-
ゃっいかう し しけぉけえ ゃ ╇すぇかうの ゃ XIII 
ゃっおっ こけゃぇさぇ-ゅさっおう, おけすけさにっ 
さぇぉけすぇかう くぇ おせたくはた いくぇすくにた 
うすぇかぬはくしおうた しうくぬけさけゃ. 〈ぇおうき 
けぉさぇいけき, きぇおぇさけくに うきっのす 
しぇきせの すひきくせの う いぇこせすぇくくせの 
うしすけさうの. 

1 きっしすけ: ╄ょうくしすゃっくくけっ 
ぉかのょけ, おけすけさけきせ こけあぇかけゃぇかう 
ょゃけさはくしおうえ すうすせか. [ぇししおぇいに-
ゃぇのす, つすけ けょくぇあょに ぇくゅかうえ-
しおけきせ おけさけかの ╉ぇさかせ II こけ-
ょぇかう ゃけしたうすうすっかぬくけ ゃおせしくけっ 
あぇさおけっ うい ゅけゃはょうくに. ‶けこさけ-
ぉけゃぇゃ っゅけ, おけさけかぬ こさうてひか 
ゃ くっけこうしせっきにえ ゃけしすけさゅ. ╇ ゃ 
こけさにゃっ ぉかぇゅけょぇさくけしすう ゃに-
くせか しゃけの てこぇゅせ, おけしくせかしは っの 
すぇさっかおう う こさけういゃひか あぇさおけっ ゃ 
ょゃけさはくっ.
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2011 ãîäà

ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 3900 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 5900 – «こけょ おかのつ»

[ぇししさけつおぇ ぉっい %
┥′╋〈╉『-｠╉〈』》, 【[. ┵』》〉′』╉[╉¨, 4, 3 ゃ』.

www.gostspecstroy.ru  
 219-43-83, 8-904-16-15-763
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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

ÎÊÍÀ
 • ずだがぐごご
• ゐんずとだぞぼ

• でぎざぱ-がゑぎづご

Ü¿. とíë¿í ぜíë¡ïí, 10 (öñëëóöÜëó　 ゐぜがと).
 (34369) 4-36-02, (343) 213-14-04, 8-950-209-58-67

[╄╉╊┿╋┿
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â ïîäàðîê

ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

]すせょうは しすうかは 
TREND

━┇┆〞┅┇┐┑-┎〞┏┇┉┋〞└┄┏
(┏┐┈┗┅┑┊┈ - ┎┒ 500 ┐┓━., 

┌─┊┈┟┆ - ┎┒ 500 ┐┓━.
┑│─┄┅━┍┛┅, fashion, 
┄┍┅│┍┛┅, │┅┗┅┐┍┈┅)

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

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

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

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

┌┎┄┅┋┅┉)
┗┍┎┄┏

(┐┍┎┏┍━┍┅┃┄┌┇┄, 
┉┍┌┐┒┊┛┑〞┕┇┞)

╀にすぬ しすうかぬくにき – 
ねすけ TREND!

8-912-299-29-20
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Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, 

êîâàíûå èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ 
(き-く ╉うさけゃしおうえ)

8-919-36-40-690
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ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゐÜëö 5 ö

8-912-62-74-617
[╄╉╊┿╋┿

ダ┏┍│┏〞┋┋〞 ┉┍┏┏┄┉┕┇┇ ━┄┐〞, 
┍┆┃┍┏┍━┊┄┌┇┞ ┇ ┍┋┍┊┍┅┄┌┇┞

ダ┏┍│┏〞┋┋〞 ┏〞┐┖┇┑〞┌〞 ┌〞 2 ┃┌┞:
┎┞┑┌┇┕〞 – ━┄┖┄┏, ━┍┐┉┏┄┐┄┌┛┄ – ┃┄┌┛
┑┄┊┄┓┍┌ ┃┊┞ ┆〞┎┇┐┇: 8-922-15-63-631
www.ves-ok.tiu.ru
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カ┚ ┐┋┍┅┄┑┄ ┆〞 ┋┄┐┞┕ ┎┍┐┑┏┍┈┌┄┑┛ 
┌〞 10-15 ┇ ─┍┊┄┄ ┉┇┊┍│┏〞┋┋ ┐ 

┐┍└┏〞┌┄┌┇┄┋ ┏┄┆┒┊┛┑〞┑┍━!
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カ┚ ┐┋┍┅┄┑┄ ┆〞 ┋┄┐┞┕ ┎┍┐┑┏┍┈┌┄┑┛ 
┌〞 10-15 ┇ ─┍┊┄┄ ┉┇┊┍│┏〞┋┋ ┐ 

свидетельство о регистрации 308667408600103

ケ┅┄┓┙┈┉ ┒┐┅┍┅┐ – │┐─┗, ┊─┍┄┈┄─┒ ┌┅┄┈┖┈┍┑┊┈┕ 
┍─┓┊, ┑┅┐┒┈└┈┖┈┐┎│─┍┍┛┉ ┒┐┅┍┅┐ «バ┍┈│┅┐┑┈┒┅┒─ 
ギ┄┈┍┑┒│─», ─┑┒┐┎┏┑┈┕┎┋┎┃
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』╅〉【╊｠〉¨ぁ╊』[¨╊ 『╅╆《【ぉ

〉╅ぁ〉¨【╊ ゅ[《〉《〈¨【ゃ, 】』【╅〉《╇¨╇ 』ぁ╊【ぁ¨[!

》『╊╉ぇっ╇¨【╊]ょ [】》《〉╅ 』[¨╉[╅ 5 %

213-28-11, 8-904-17-77-746 
213-15-71, 8-904-17-77-748

• Óñòàíîâêà ïðèáîðîâ ó÷åòà ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû

• Çàìåíà ñèñòåì êàíàëèçàöèè, âîäîïðîâîäà è 

îòîïëåíèÿ

• Óñòàíîâêà ñìåñèòåëåé, âàíí, ìîåê, óíèòàçîâ, 

ðàäèàòîðîâ îòîïëåíèÿ, äóø. êàáèí, âîäîíàãðåâàòåëåé

╋[《 たしまつ
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ÎÎÎ “Õàðîí”
ゑñïá ¡Ü½ä¿ñ¡ï ëóöÜí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ:

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

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

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.

┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
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) ______________________________________
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‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• けぉさっいくぇは ょけしおぇ -

けす 3000 させぉ.
• くっけぉさっいくぇは ょけしおぇ - 

けす 1500 させぉ. 
• ぉさせし • ぉさせしけお

• ゅけさぉにかぬ • しさっいおぇ
• ゃぇゅけくおぇ 

• こけかけゃぇは ょけしおぇ
8-919-37-41-219
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]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿

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

8-904-38-95-420
8-952-72-83-868

[╄╉╊┿╋┿

10 ìàðòà
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-3510

╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, 
╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651
 8-904-38-38-387
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ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ

8-912-69-99-918
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928
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]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 2000 ë., 1000 ë.
╋〉╉┿, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç, ç/ï - 950 ë., 480 ë.
¨╉¨[¨』╉┿, 15 ¡Ç - 1400 ë. 
]¨╊を - 400 ë.

╃けしすぇゃおぇ ぉっしこかぇすくけ
8-912-20-48-356 

4-47-29 [╄╉╊┿╋┿
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┬┫┦┩┽┩┱┬┩ ┲ ┳┴┲┦┩┨┩┱┬┬ 
┵┲┥┴┤┱┬╃ ┳┲ ┵┲┧┯┤┵┲┦┤┱┬╂ 
┰┩┵┶┲┳┲┯┲┪┩┱┬╃ ┧┴┤┱┬┺┿ 

┫┩┰┩┯╀┱┲┧┲ ┷┻┤┵┶┮┤
╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ «¨┿-

╆╇]», 623701, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉ-
かぇしすぬ, 

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, 
けそうし 109, oazisber@yandex.ru 

すっか. 8 (34369) 4-56-29, ¨╂[′ 
1026600667840 

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 し おぇ-
ょぇしすさけゃにき わ66:35:0212001:49, 
さぇしこけかけあっくくけゅけ: 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74, せつぇしすけお わ49,
ゃにこけかくはのすしは おぇょぇしすさけゃにっ さぇぉけすに こけ 
せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっ-
きっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ.

╆ぇおぇいつおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは 
╀っゅせくけゃぇ ╊ぇさうしぇ ╄そうきけゃくぇ, ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおうえ, せか. ╇しぇおけゃぇ, 24, おゃ. 68, すっか. 
8-908-91-34-861.

]けぉさぇくうっ いぇうくすっさっしけゃぇくくにた かうち こけ 
こけゃけょせ 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 
ゅさぇくうちに しけしすけうすしは  こけ ぇょさっしせ: せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 9, けそうし 109 

11 ぇこさっかは 2011 ゅ. ゃ 10 つ. 00 き.
] 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しは こけ ぇょさっしせ: 
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし 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-
くにた せつぇしすおけゃ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは 

し 11 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ こけ 11 ぇこさっかは 
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. ]きっあくにっ 
いっきっかぬくにっ せつぇしすおう, し こさぇゃけけぉかぇょぇすっかは-
きう おけすけさにた すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ きっ-
しすけこけかけあっくうっ 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74, せつぇしすけお わ42 
(おく 66:35:0212001:42), せつぇしすけお わ48 
(おく 66:35:0212001:48), 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 う ゅかぇゃくにえ ぇさたう-
すっおすけさ ╀╂¨.

‶さう 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 こさう しっぉっ くっけぉたけょうきけ 
うきっすぬ ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはのとうえ かうつ-
くけしすぬ, ぇ すぇおあっ ょけおせきっくすに け こさぇゃぇた くぇ 
いっきっかぬくにえ せつぇしすけお.

[╄╉╊┿╋┿

╃けかあくうお – けすおさにすけっ ぇおちうけくっさくけっ けぉとっしすゃけ ╀っさっいけゃしおうえ 
けこにすくにえ いぇゃけょ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» (¨╂[′ 1026600667565, 
╇′′ 6604001569, ぇょさっし: 623700, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16; こさういくぇくけ ぉぇくおさけすけき 
さってっくうっき ┿さぉうすさぇあくけゅけ しせょぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 19.02.10 
ゅ. こけ ょっかせ わ ┿60-21554/09-]11).

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ – けぉとっしすゃけ し けゅさぇくうつっくくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬの 
«‶さうおぇきしおぇは ぇくすうおさういうしくぇは せこさぇゃかはのとぇは おけきこぇくうは» (¨╂[′ 
1055901163504, ╇′′ 5903007817, こけつすけゃにえ ぇょさっし: 614095, ゅ. 
‶っさきぬ, せか. ╋うさぇ, 45ぇ, けそ. 305; すっか.: (342) 282-19-20; mけzolin@mail.
ru).

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ こさけゃけょうす 18.04.11 ゅ. ゃ 11 つ. きっしすくけゅけ 
ゃさっきっくう こけ ぇょさっしせ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 
16, すけさゅう ゃ そけさきっ ぇせおちうけくぇ, けすおさにすけゅけ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う 
こけ そけさきっ こけょぇつう こさっょかけあっくうは け ちっくっ (ょぇかっっ – 〈けさゅう).

‶さっょきっす すけさゅけゃ: うきせとっしすゃけ ょけかあくうおぇ, はゃかはのとっっしは こさっょきっすけき 
いぇかけゅぇ う ゃにしすぇゃかはっきけっ くぇ すけさゅう ゃ しけしすぇゃっ しかっょせのとうた かけすけゃ 
(ょぇかっっ すぇおあっ - ╇きせとっしすゃけ):

¹ ëîòà Íàèìåíîâàíèå
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 

ëîòà, ðóá., ñ ÍÄÑ

 1 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ËÈÑÒÎÐÅÇÍÛÉ 16Ê-20 ¹22785 245 647

2 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1À64 80 071

3 ÑÒÀÍÎÊ ÏÐÎÄÎËÜÍÎ-ÑÒÐÎÃÀËÜÍÛÉ 7110 119 157

4 ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐË.ÌÎÄ(2Ì-57) 54 286

5 ÑÒÀÍÎÊ 3Ì-174 ÊÐÓÃËÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ 102 871

6 ÑÒÀÍÎÊ 7Ä 450 ÄÎËÁÅÆÍÛÉ 133 000

7 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÊÀÐÓÑÅËÜÍÛÉ 1525 624 286

8 ÏÐÅÑÑ ËÈÑÒÎÃÈÁÎ×ÍÛÉ È1330 170 661

9 ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ Ï6330 57 974

10 Ï/ÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-508 41 664

11 ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-508 ñ ÂÄÓ 47 392

12 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 105 925

13 ÒÅÐÌÎÏËÀÑÒÀÂÒÎÌÀÒ 95 000

14 ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ 3Á722 53 200

15 ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÍÎ-ÐÀÑÒÎ×ÍÎÉ 2À-450 76 000

16 ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ ËØ-156 416 855

17 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÛÉ 16Ê20 105 925

18 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 16Â20-15 271 303

19 ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎ-ØËÈÔÎÂÀËÈÍÛÉ 3Å711ÀÔ1 320 577

【ぇゅ ぇせおちうけくぇ こけ おぇあょけきせ うい かけすけゃ – 5 % けす くぇつぇかぬくけえ ちっくに 
こさけょぇあう かけすぇ.

[ぇいきっさ いぇょぇすおぇ こけ おぇあょけきせ うい かけすけゃ – 20 % けす くぇつぇかぬくけえ 
ちっくに こさけょぇあう かけすぇ.

╆ぇょぇすけお ょけかあっく ぉにすぬ こっさっつうしかっく くぇ けしくけゃぇくうう ょけゅけゃけさぇ け いぇょぇす-
おっ う こけしすせこうすぬ くぇ さ/し ょけかあくうおぇ わ 40702810100060001800 ゃ ╀ぇくお 
«′╄╈╁┿» ¨¨¨, お/し わ 30101810800000000774, ╀╇╉ 046515774 くっ 
こけいょくっっ 15 つ. 15.04.11 ゅ.

‶さうっき いぇはゃけお けしせとっしすゃかはっすしは し 14.03.11 ゅ. こけ 15.04.11 ゅ. 
ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 9 つ. ょけ 17 つ. くっこけしさっょしすゃっくくけ こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょ-
かけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16, こけ 
こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇこうしう. ‶けょぇつぇ いぇはゃけお うくにき しこけしけぉけき (こけつすけ-
ゃにき けすこさぇゃかっくうっき, こけしさっょしすゃけき そぇおしうきうかぬくけえ しゃはいう う す.こ.) くっ 
ょけこせしおぇっすしは. ‶さっょかけあっくうは け ちっくっ いぇはゃかはのすしは ゃ たけょっ こさけゃっょっくうは 
〈けさゅけゃ.

╃かは せつぇしすうは ゃ すけさゅぇた くっけぉたけょうきけ こさっょしすぇゃうすぬ いぇはゃおせ, しけけすゃっす-
しすゃせのとせの すさっぉけゃぇくうはき こ. 11 しす. 110 《╆ «¨ くっしけしすけはすっかぬくけしすう 
(ぉぇくおさけすしすゃっ)» わ 127-《╆ けす 26.10.02 ゅ. ╆ぇはゃおぇ ょけかあくぇ しけょっさあぇすぬ 
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. ╉ いぇはゃおっ こさうかけあうすぬ: ょけおせきっくすに, 
こけょすゃっさあょぇのとうっ こけかくけきけつうは かうちぇ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ ょっえしすゃうえ 
けす うきっくう いぇはゃうすっかは. ╃けこけかくうすっかぬくけ: ょかは のさうょうつっしおうた かうち (うく-
ょうゃうょせぇかぬくにた こさっょこさうくうきぇすっかっえ) – ゃにこうしおせ うい ╄╂[ぃ╊ (╄╂[╇‶), 
ゃにょぇくくせの くっ さぇくっっ 30 ょくっえ ょけ きけきっくすぇ こけょぇつう いぇはゃおう; ょかは そういう-
つっしおうた かうち – おけこうの こぇしこけさすぇ; ょかは うくけしすさぇくくけゅけ かうちぇ – くぇょかっあぇ-
とうき けぉさぇいけき いぇゃっさっくくにえ こっさっゃけょ くぇ させししおうえ はいにお ょけおせきっくすけゃ け 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ さっゅうしすさぇちうう のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ (うくょうゃうょせぇかぬ-
くけゅけ こさっょこさうくうきぇすっかは) ゃ しけけすゃっすしすゃうう し いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき しけけす-
ゃっすしすゃせのとっゅけ ゅけしせょぇさしすゃぇ. 

‶さっょしすぇゃかっくくにっ けさゅぇくういぇすけさせ すけさゅけゃ いぇはゃおう こけょかっあぇす さっゅう-
しすさぇちうう ゃ あせさくぇかっ いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた. ‶け さっいせかぬすぇすぇき 
さぇししきけすさっくうは こさっょしすぇゃかっくくにた いぇはゃけお けさゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ けそけさき-
かはっす こさけすけおけか けぉ けこさっょっかっくうう せつぇしすくうおけゃ すけさゅけゃ.

[っいせかぬすぇすに 〈けさゅけゃ こけょゃけょはすしは 18.04.11 ゅ. ゃ 11 つ. こけ きっしすせ 
こさけゃっょっくうは. ‶けぉっょうすっかっき 〈けさゅけゃ こさういくぇっすしは せつぇしすくうお, こさっょかけ-
あうゃてうえ ゃ たけょっ 〈けさゅけゃ くぇうぉけかっっ ゃにしけおせの ちっくせ, おけすけさぇは ぉにかぇ くぇ-
いゃぇくぇ けさゅぇくういぇすけさけき 〈けさゅけゃ こけしかっょくっえ.

[っいせかぬすぇすに すけさゅけゃ けそけさきかはのすしは こさけすけおけかけき け さっいせかぬすぇすぇた こさけ-
ゃっょっくうは すけさゅけゃ.

╁ すっつっくうっ 5 ょくっえ し ょぇすに こけょこうしぇくうは こさけすけおけかぇ け さっいせかぬすぇすぇた 
こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ おけくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ くぇこさぇゃかはっす こけぉっ-
ょうすっかの 〈けさゅけゃ こさっょかけあっくうっ いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう 
うきせとっしすゃぇ し こさうかけあっくうっき こさけっおすぇ ょぇくくけゅけ ょけゅけゃけさぇ ゃ しけけすゃっす-
しすゃうう し こさっょしすぇゃかっくくにき こけぉっょうすっかっき 〈けさゅけゃ こさっょかけあっくうっき け 
ちっくっ うきせとっしすゃぇ. 

╁ すっつっくうっ 5 ょくっえ し ょぇすに こけかせつっくうは ゃにてっせおぇいぇくくけゅけ こさっょかけあっ-
くうは こけぉっょうすっかぬ 〈けさゅけゃ けぉはいぇく こけょこうしぇすぬ ょけゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう 
うきせとっしすゃぇ. ¨こかぇすぇ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ょけゅけゃけさけき おせこかう-こさけょぇあう 
うきせとっしすゃぇ ょけかあくぇ ぉにすぬ けしせとっしすゃかっくぇ こけぉっょうすっかっき 〈けさゅけゃ ゃ すっ-
つっくうっ 30 ょくっえ しけ ょくは こけょこうしぇくうは ょけゅけゃけさぇ おせこかう-こさけょぇあう こせすっき 
こっさっつうしかっくうは ょっくっあくにた しさっょしすゃ くぇ さ/し ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっす-
きっす», せおぇいぇくくにえ ゃにてっ. 

¨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 こさっょきっすぇ すけさゅけゃ 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 きっしすせ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ 
こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇこうしう う こけ すっか.: (34369) 4-61-40.

- 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)

!

[╄╉╊┿╋┿



10 ìàðòà
2011 ãîäà 11ÒÂ ×åòâåðã, 17 ìàðòà

‶っさゃにえ 〈╁『

6.00, 03.25 MUSIC
7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
8.30, 19.00 HIT CHART
9.25 «╁]╄ ╊〉』【╄╄ ╁ 〈╄╀╄»
9.55, 02.30 ╋┿╂╇ぅ ╉[╇]┿ ぁ′-

╃╅╄╊┿
10.20 ‶[┿╁╃┿ ╅╇╆′╇
11.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
12.10 ╀〉╃〉 [¨╅┿〈を
13.10 ‶[¨╁╄[╉┿ ]╊〉》¨╁
13.45, 22.30 〈/] «]╄╉] ╁ ╀¨╊を-

【¨╋ ╂¨[¨╃╄»
14.35, 23.25 〈/] «╃╁┿ ] ‶¨╊¨-

╁╇′¨╈ 』╄╊¨╁╄╉┿»
15.00, 00.00 〈/] «]‶╊╄〈′╇『┿»
16.00 ╁〉╆ NEWS
16.30, 20.00 ╊ぃ╀¨╁を ] ‶╄[╁¨╂¨ 

╁╆╂╊ぅ╃┿
17.30 ]╁¨╀¨╃╄′
18.00 ╆╁╄╆╃｠ ′┿ ╊┿╃¨′╇
18.30 ART-╉¨╉〈╄╈╊を
19.30, 22.00 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇-

‶[¨‶╇╊╄′┿
21.00 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
00.50 ╉╊╇′╇╉┿
01.15 ]╊╄╃〉ぃ】╇╈
01.40 〈┿╈′｠╄ ]¨╀╊┿╆′｠
02.05 ╀╄【╄′｠╄ ‶[╄╃╉╇
02.55 ╂¨[ぅ』╄╄ ╉╇′¨

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
22.30 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.50 》/《 «‶┿[┿′¨╈ぅ»
02.40 》/《 «′¨╁╇』¨╉»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╂¨╊〉╀╉┿»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╀╊╇╆╉╇╄ ╁[┿╂╇»
02.20 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.15 〈/] «╃╄╁〉【╉┿-]‶╊╄〈-

′╇『┿ - 2»
04.10 ╂¨[¨╃¨╉
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.30 〈/] «‶╊┿〈╇′┿» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄» 
21.30 «』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄» 
22.45 《〉〈╀¨╊. «╆╄′╇〈» - 

«〈╁╄′〈╄»  
01.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
02.00 》/《 «╉╊┿]]╇╉» 
04.00 «╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠ 〉╄《┿. 

¨╀╆¨[» 
04.30 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «『╁╄〈｠ ╆┿‶¨╆-

╃┿╊｠╄»
12.15, 16.40, 17.35, 20.40 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋｠
13.45 ╁╄╉ [〉]]╉¨╂¨ ╋〉╆╄ぅ
14.15 》/《 «╃╄╊¨ ]〉》¨╁¨-╉¨-

╀｠╊╇′┿», 4 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.05 ]〈┿╊╇′ ╇ ‶╇]┿〈╄╊╇
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.00 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
21.25, 01.55 ACADEMIA
22.15 ]〈┿╊╇′ ╇ ‶╇]┿〈╄╊╇
22.40 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╂¨╃, ╉¨╂╃┿ ╋¨╇ 

[¨╃╇〈╄╊╇ ‶¨╄》┿╊╇ ╁ 
¨〈‶〉]╉»

01.35 [. 【〉╋┿′. 〉╁╄[〈ぃ[┿, 
]╉╄[『¨ ╇ 《╇′┿╊ 

02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
11.00, 14.00, 17.45, 00.15, 02.15 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 02.55 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.10 «[╄╈〈╇′╂»
13.40, 00.00, 03.30 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
14.50 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
16.30 «╂[┿′-‶[╇»
18.05 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
19.45 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.10 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.30 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.05 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
21.15 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
21.45 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/2 《╇′┿╊┿ 

╉¨′《╄[╄′『╇╇ «╁¨]〈¨╉»
00.35 «〈╄╋′｠╈ ╊╄]»
01.10, 04.50 TOP GEAR
02.25 «′┿〉╉┿ 2.0»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.50 》/《 «‶¨[¨╅′╇╈ [╄╈]»
10.40 «╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╀╄╆ ][¨╉┿ ╃┿╁-

′¨]〈╇»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╂╄′╇ぅ»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.35 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╅╇╆′を ′┿ ╃╁¨╇》»
22.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.05 》/《 «╆┿╁╇]〈を ╀¨╂¨╁»
02.45 》/《 «╀¨╋╅»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «10 ‶[╇』╇′ ╋¨╄╈ ′╄-

′┿╁╇]〈╇»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «〈┿╉]╇ - 3»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30, 20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ 

‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
21.00 》/《 «〈┿╉]╇ - 4»
23.00 ╃¨╋-2 
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ′┿【┿ RUSSIA
02.00 〈/] «10 ‶[╇』╇′ ╋¨╄╈ 

′╄′┿╁╇]〈╇»
02.50 》/《 «′╄ ╂¨╁¨[╇〈╄ ╋┿╋╄, 

』〈¨ ′ぅ′ぅ ]╃¨》╊┿»
04.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 «╋╇]〈╄[ ╀╇′»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ - 2»
14.10 》/《 «╁ ]〈[╄╊ぅぃ】╄╈ 

╂╊〉【╇»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «╋┿╋┿【╇»
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╊╇╉╁╇╃┿〈¨[»
02.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╀╊ぁ╉╃╅╄╉»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╃╅¨╉╄[»
22.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇-

〈¨[╇╇»
00.00 〈/] «]‶┿[〈┿╉: ╉[¨╁を ╇ 

‶╄]¨╉»
02.10 «』╄]〈′¨»: «╂[ぅ╆′┿ぅ» 

[┿╀¨〈┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «┿‶¨╉┿╊╇‶]╇] ‶[╇╃╄〈 

╇╆ ╉¨]╋¨]┿»

6.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 ╀¨╄╁╇╉ «╃′╄╁′¨╈ ]╁╄〈»
12.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 《ぁ′〈╄╆╇ «╁┿′ 》╄╊を]╇′╂»
23.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 》/《 «╋╇[¨〈╁¨[╄『»
03.50 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╆╃╄]を ╇ 

]╄╈』┿]»
05.00 《ぁ′〈╄╆╇ «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ 

╇]╉┿〈╄╊╄»

5.20, 9.30, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅-
╃｠╈ 』┿]»

9.10 «[╄╆¨′┿′]»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
13.10 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
15.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 18 ìàðòà
‶っさゃにえ 〈╁『

6.00, 03.15 MUSIC
7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
8.30, 18.30 HIT CHART
9.25 «╁]╄ ╊〉』【╄╄ ╁ 〈╄╀╄»
9.55,  02.20 ╋┿╂╇ぅ ╉[╇]┿ 

ぁ′╃╅╄╊┿
10.20 ‶[┿╁╃┿ ╅╇╆′╇
11.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
12.10 【¨‶¨╂¨╊╇╉╇
13.10 〈[╄′╃╇
13.45 〈/] «]╄╉] ╁ ╀¨╊を【¨╋ 

╂¨[¨╃╄»
14.35 〈/] «╃╁┿ ] ‶¨╊¨╁╇′¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉┿»
15.00 〈/] «]‶╊╄〈′╇『┿»
16.00 LIVE IN TELE-CLUB
16.30, 20.00 ╊ぃ╀¨╁を ] ‶╄[╁¨╂¨ 

╁╆╂╊ぅ╃┿
17.30 ]╁¨╀¨╃╄′
18.00 ╆╁╄╆╃｠ ′┿ ╊┿╃¨′╇
19.30, 22.00 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇-

‶[¨‶╇╊╄′┿
21.00 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
22.30 ╋┿╋┿, 》¨』〉 ]〈┿〈を ╆╁╄╆-

╃¨╈
23.30 ╀〉╃〉 [¨╅┿〈を
00.40 ╉╊╇′╇╉┿
01.05 ]╊╄╃〉ぃ】╇╈
01.30 〈┿╈′｠╄ ]¨╀╊┿╆′｠
01.55 ╀╄【╄′｠╄ ‶[╄╃╉╇
02.45 ╉〈¨ ╉[〉』╄

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 «‶¨╊╄ 』〉╃╄]»
19.10 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 «╃¨ [╄: ╇╂¨[を ╉[〉〈¨╈»
23.40 》/《 «╆¨╊¨〈¨╄ ]╄』╄′╇╄»
02.40 》/《 «╊¨′╃¨′»
04.30 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ 

╀〉╃╄〈»
05.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╂¨╊〉╀╉┿»
22.50 》/《 «′┿ ╉[｠【╄ ╋╇[┿»
00.55 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ‶¨ ‶[┿╁╇-

╊┿╋... ╇ ╀╄╆»
03.30 》/《 «]╉[｠〈｠╄ - 2»

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿» 
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «]‶┿]┿〈╄╊╇» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》: ╂╊┿╁-

′¨╄ ╃╄╊¨» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...» 
20.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄»  
20.55 «╃╄〈╇. ╇]〈¨[╇ぅ ╁]╄[¨]-

]╇╈]╉¨╂¨ ¨╀╋┿′┿» 
22.55 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂ 

′〈╁» 
00.20 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃» 
01.05 》/《 «╃┿ ′╄ ╋¨╅╄〈 ╀｠〈を» 
03.20 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.25 «╃¨ ]〉╃┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
1 0 . 4 0  》 / 《  « ‶ ¨ ] ╊ ╄ ╃ ′ ぅ ぅ 

╅╄[〈╁┿»
12.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.35 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.05 》/《 «╃╄╊¨»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 『┿[]╉┿ぅ ╊¨╅┿
18.35 ╃/] «╃╁¨[『｠ ╄╁[¨‶｠»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.50 》/《 «╁┿╊╊┿′╃╄[»
21.20 ┿╊╄╉]┿′╃[ ]〉》┿′¨╁. 

ぃ╀╇╊╄╈′｠╈ ╉¨′『╄[〈
22.15 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
23.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.10 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
01.55 «╃╁¨[『｠ ╄╁[¨‶｠»

6.25 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
9.20 ]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄
9.45 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
10.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
11.00, 14.00, 00.30, 03.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 «′┿〉╉┿ 2.0»
11.45 》/《 «╊╇╉╁╇╃┿〈¨[»
13.40, 00.00, 04.30 ╁╄]〈╇.RU
14.15 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
16.00 》/《 «‶[╄╃╄╊を′┿ぅ ╂╊〉╀╇′┿»
17.55 TOP GEAR
19.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
19.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.20 «10 +»
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.45 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
20.55 ╋╄╊を′╇『┿
21.25 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/2 《╇′┿╊┿
00.55 «╂[┿′-‶[╇»
02.10 ╀¨╉]
03.25 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.45 》/《 «╋｠, ′╇╅╄‶¨╃‶╇]┿╁-

【╇╄]ぅ»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╃╊╇′′¨╄, ╃╊╇′′¨╄ 

╃╄╊¨»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.30 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╂╄′╇ぅ»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇»
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 00.00 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «》¨』〉 ╁ 〈ぃ[を╋〉»
22.55 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
00.35 》/《 «╆┿╋¨[¨╅╄′′｠╈»
02.10 ¨〈╉[｠〈｠╈ 《╄]〈╇╁┿╊を 

ぃ╋¨[┿ ╇ ぁ]〈[┿╃｠
03.45 》/《 «╅╇╆′を ′┿ ╃╁¨╇》»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30, 02.00 〈/] «10 ‶[╇』╇′ 

╋¨╄╈ ′╄′┿╁╇]〈╇»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.15 》/《 «〈┿╉]╇ - 4»
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 [┿]-

]╊╄╃¨╁┿′╇╄
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 COMEDY ╀┿〈〈╊. 〈〉[′╇[
23.00 ╃¨╋-2 
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ′┿【┿ RUSSIA
0 2 . 5 0  》 / 《  « ‶ ¨ 【 ╄ ╊  〈 ｠ , 

《[╄╃╃╇»
04.30 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.35 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30, 18.00, 19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ 
╇]〈¨[╇╇

6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 «╋╇]〈╄[ ╀╇′»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ - 2»
14.10 》/《 «╆╄[╉┿╊¨ ╃╊ぅ ╂╄-

[¨ぅ», 1 ╇ 2 ]╄[╇╇
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «]｠′ ╆┿ ¨〈『┿»
23.00, 02.35 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.05 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «‶¨[¨╅╃╄′╇╄ ┿╃┿»
02.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.20 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00, 7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-
′╄〈┿

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 4»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
114.00 〈/] «′╇′┿»
16.30 〈/] «′¨╁¨]〈╇ 24»
16.45 〈/] «′╇′┿»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╃╅¨╉╄[»
22.00 «〈┿╈′｠ ╋╇[┿»
23.30 «╀〉′╉╄[ NEWS»
00.30 «╉〈¨ ╆╃╄]を ╆╁╄╆╃┿? ╇╃╄-

┿╊を′¨╄ ╇′〈╄[╁をぃ»
01.00 》/《 «╃╁╄ ]╄]〈[｠»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨ ′┿ ]〈]»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 《ぁ′〈╄╆╇ «╁┿′ 》╄╊を]╇′╂»
12.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋┿╈¨[ ‶╄╈′»
22.50 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
23.30 》/《 «¨』╄′を ]〈[┿【′¨╄ 

╉╇′¨ - 2»
01.05 》/《 «‶¨[〈′¨╈ ╇╆ ‶┿-

′┿╋｠»
03.10 〈/] «╋╇]]╇ぅ ]‶┿]╄′╇ぅ»
04.55 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅-
╃｠╈ 』┿]»

9.10, 15.35 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
16.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
17.10 «]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
17.30 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.35 «〉╂╋╉. ′┿【╇ ′¨╁¨]〈╇»
23.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.55 «┿╁〈¨╀┿′»
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‶っさゃにえ 〈╁『

6.00, 02.05 MUSIC

7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
9.40, 16.30 HIT CHART

10.35 ╋/] «╂〉╀╉┿ ╀¨╀»
11.00 13 ╉╇′¨╊┿╅
11.30 ′╄[╄┿╊を′｠╄ ╇╂[｠
12.00 〈╄╊╄‶¨[〈
12.30 ╉〈¨ ╉[〉』╄
13.00 ╂¨[ぅ』╄╄ ╉╇′¨
13.30 ART-╉¨╉〈╄╈╊を
14.00 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
16.00 ╁〉╆ NEWS
17.00 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇‶[¨-

‶╇╊╄′┿
18.00 LOVE ╋┿【╇′┿
19.00 ╋┿╋┿, 》¨』〉 ]〈┿〈を 

╆╁╄╆╃¨╈
20.00 【¨‶¨╂¨╊╇╉╇
21.00 ╆¨╊〉【╉┿ 2.0
22.00 〉╅╄ ╋¨╅′¨
22.50 ]╊╄╃〉ぃ】╇╈
23.40 〈┿』╉┿ ′┿ ‶[¨╉┿』╉〉
00.05 [〉]]╉┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
01.05 WORLD STAGE

5.45 》/《 «〉╀╇〈を «【┿╉┿╊┿»
7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
10.10 «]╋┿╉»
10.50 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
12.15 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
13.20 «┿′┿〈¨╊╇╈ ‶┿‶┿′¨╁»
14.20 》/《 «╃╄〈╇ ╃¨′ ╉╇》¨〈┿»
15.50 [¨]]╇ぅ ̈ 〈 ╉[┿ぅ ╃¨ ╉[┿ぅ. 

«╉┿╁╉┿╆»
16.50 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊-

╊╇¨′╄[¨╋?»
17.50 〈/] «¨╀】┿ぅ 〈╄[┿‶╇ぅ»
19.50 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃. ╁¨╆-

╁[┿】╄′╇╄»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.15 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃. ╁¨╆-

╁[┿】╄′╇╄»
22.30 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]-

》╇╊〈¨′»
23.10 «╃╄〈╄╉〈¨[ ╊╅╇»
00.10 》/《 «‶[╄╁¨]》¨╃]〈╁¨ 

╀¨[′┿»
02.10 》/《 «╂┿〈〈┿╉┿»
04.10 》/《 «]〈[┿》 ╉┿╉ ¨′ ╄]〈を»

5.10 》/《 «34 ]╉¨[｠╈»
6.45 ╁]ぅ [¨]]╇ぅ
6.55 ]╄╊を]╉¨╄ 〉〈[¨
7.25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ ╅╇╁¨〈′｠》
8.00, 11.00 ╁╄]〈╇
8.20 ╁¨╄′′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
8.50 ]〉╀╀¨〈′╇╉
9.30 ╂¨[¨╃¨╉
10.05 «〉[┿╊を]╉╇╈ ╋╄[╇╃╇┿′»
10.30 «ぅ′ ╂┿╀╇′]╉╇╈ ╇ ╉¨╊╊╄-

╂╇. ╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.20 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.50 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
12.20 〈/] «╀｠╊┿ ╊ぃ╀¨╁を»
14.00 ╁╄]〈╇
14.30 〈/] «╀｠╊┿ ╊ぃ╀¨╁を»
16.15 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
18.10 ╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇¨′¨╁ ] 

╋┿╉]╇╋¨╋ ╂┿╊╉╇′｠╋
19.10 》/《 «‶[¨╄╆╃′¨╈ ╀╇╊╄〈»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 》/《 «‶[¨╄╆╃′¨╈ ╀╇╊╄〈»
23.40 ╃╄╁』┿〈┿
0 0 . 1 5  》 / 《  « ] ╊ 〉 ╅ ╇ 〈 ╄ ╊ ╇ 

╆┿╉¨′┿»
02.50 》/《 «╊┿╉ ╃╊ぅ ╁¨╊¨]»

5.15 〈/] «┿╁〈¨╀〉]» 
7.25 «]╋¨〈[» 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』» 
8.45 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!» 
9.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!» 
10.20 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
10.55 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉ 
12.00 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
13.00, 16.00, 19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 «]╄┿′] ] ╉┿【‶╇[¨╁-

]╉╇╋. ╀╄]]╋╄[〈╇╄» 
14.10 〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [¨]]╇ぅ 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 «[┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇» 
17.20 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿» 
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄»  
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[ 
19.55 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋ 
20.55 «[〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇» 
21.50 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!» 
22.50 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ]╊¨╁¨» 
23.50 ′╄[╄┿╊を′┿ぅ ‶¨╊╇〈╇╉┿ 
00.25 ]╉¨[¨]〈′¨╈ ]‶〉]╉ ′┿ 

╉¨′を╉┿》 
01.00 》/《 «╀╄╂╊╄『» 
03.35 «╃¨ ]〉╃┿» 
04.35 «′┿╉┿╆┿′╇╄»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
10.40 》/《 «╉¨╄-』〈¨ ╇╆ ╂〉╀╄[′-

]╉¨╈ ╅╇╆′╇»
12.15 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.45 》/《 «‶[╇′『 ╆┿ ]╄╋をぃ 

╋¨[ぅ╋╇»
14.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.20 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
14.45 ̈ 』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨ぅ〈′¨╄
15.15 ╇╂[｠ ╉╊┿]]╇╉¨╁ ] [¨╋┿-

′¨╋ ╁╇╉〈ぃ╉¨╋
16.15 》/《 «┿[╀┿〈]╉╇╈ ╋¨〈╇╁»
18.50 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
19.30 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
20.15 ╃/《 «〉 ′┿] 〈┿╊┿′〈〉 

╋′¨╂¨...»
20.55 》/《 «‶〉〈を ╉ ‶[╇』┿╊〉»
22.20 ]‶╄╉〈┿╉╊を «╉[╄╈『╄[¨╁┿ 

]¨′┿〈┿»
00.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
02.25 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋

6.10 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
6.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
7.00, 04.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
8.05 «]〈[┿′┿.RU.»
9.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄-

]〈╁┿
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
10.25 «10 +»
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.00 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
11.15, 14.00, 00.25, 04.30 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.35 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
12.05 》/《 «‶[╄╃╄╊を′┿ぅ ╂╊〉╀╇′┿»
14.15 》/《 «╀¨╈ ′┿]╋╄[〈を»
16.10, 04.00 «‶╄[╄╃ ╀¨╄╋»
16.50 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
17.20 ╋╄╊を′╇『┿
17.50 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
18.40 《╇′┿′]╇]〈
19.05 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
19.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
20.00 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
20.40 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 1/2 《╇′┿╊┿
22.25 《〉〈╀¨╊. «ぁ╁╄[〈¨′» - 

«《〉╊》ぁ╋»
00.50 ╀¨╉]

5.25 》/《 «╃╊╇′′¨╄, ╃╊╇′′¨╄ 
╃╄╊¨»

7.10 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
7.45 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.35 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.45 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
11.30, 17.30, 00.35 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄»
12.35 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]-

╊¨╋〉»
13.15 》/《 «‶┿[╇╅]╉╇╄ 〈┿╈′｠»
15.15 «╇]╉〉]]〈╁¨ ╊ぃ╀╇〈を»
15.40 》/《 «′╄ ╋¨╂〉 ]╉┿╆┿〈を 

«‶[¨】┿╈»
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.05 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.00 》/《 «]╇╃╄╊╉┿»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 «‶¨╀╄╂». ╀¨╄╁╇╉
00.55 》/《 «〈[¨╄ ′┿ ¨]〈[¨╁╄»
02.45 》/《 «』┿]〈′┿ぅ ╅╇╆′を»
04.45 ╃/《 «╋〉╅]╉┿ぅ ]╇╊┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 〈/] «╃[〉╆をぅ»
10.00 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
1 2 . 0 0  ╃ / 《  « ¨ 〈 』 ┿ ぅ ′ ′ ｠ ╄ 

30-╊╄〈′╇╄»
13.00 COMEDY ╀┿〈〈╊. 〈〉[′╇[
14.00 COMEDY WOMAN
15.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
16.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
17.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.00 》/《 «〉╀╇〈を ╀╇╊╊┿ - 2»
22.25 ′┿【┿ RUSSIA
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》〉 ╇╆ 》〉
01.00 》/《 «╉┿′╇╉〉╊｠»
02.55 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
03.25 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.25 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.20 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

6.10 ′¨╁¨]〈╇
6.40 «]〈╄′╃»
6.55 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
7.10 ′¨╁¨]〈╇
7.40 «╃[〉╅¨╉ ╁╄]╄╊¨╂¨ ╀╄]╄′-

╉┿». ]╉┿╆╉┿ (‶¨╊を【┿)
9.20 》/《 «╄[╋┿╉», 1-5 ]╄[╇╇ 
20.10 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 «┿[〈〉[ ╇ ╋╇′╇‶〉〈｠». 

┿′╇╋┿『╇¨′′｠╈ 《╇╊を╋ 
╊ぃ╉┿ ╀╄]]¨′┿

23.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
23.30 [ぁ′╃╇ ╉〉ぁ╈╃ ╇ ╃╅╇′┿ 

╂╄[【¨′ ╁ ╀¨╄╁╇╉╄ «╃╄′を 
╉┿〈┿]〈[¨《｠ - 2»

02.50 〈╇╋ [¨〈 ╇ [╄′╄ ╆╄╊╊╁╄-
╂╄[ ╁ 〈[╇╊╊╄[╄ «╃╄〈╄╉-
〈¨[ ╊╅╇»

05.15 ╋〉╆｠╉┿ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 
╉┿′┿╊┿»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 〈/] «‶¨╊′¨╊〉′╇╄»
8.30 «╁｠》¨╃ ╁ ]╁╄〈» ┿《╇【┿
9.00 «ぅ - ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′′╇╉»
9.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.30 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
11.30 «』╄]〈′¨»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14.15 〈/] «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈-

╁╄′′¨╄»
16.00 «╋¨【╄′′╇╉╇»
17.00 «╅╇╆′を ╉┿╉ 』〉╃¨»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.10 》/《 «′┿╄╋′╇╉╇»
22.00 》/《 «╁′╄ ╃¨]ぅ╂┿╄╋¨]〈╇»
23.40 «]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨-

╀¨[]〈╁┿»
01.00 》/《 «╃¨[¨╅′¨╄ ╉╇′¨»
03.00 ╀¨╉]. ╁╇〈┿╊╇╈ ╉╊╇』╉¨ 

(〉╉[┿╇′┿) - ¨╃╊┿′を╄[ 
]¨╊╇] (╉〉╀┿)

04.00 «‶¨╉╄[»

6.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «┿╂╄′〈 ╃╅¨′′╇ 
╇′╂╊╇【»

8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.20 》/《 «╉┿‶╇〈┿′ ╆〉╋. ┿╉┿╃╄-

╋╇ぅ ]〉‶╄[╂╄[¨╄╁»
11.00 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
15.00 ╋/] «[〉]┿╊¨』╉┿»
15.30 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
17.25 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
17.55 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋┿╈¨[ ‶╄╈′»
19.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋ «╀[┿〈╄『 

╋╄╃╁╄╅¨′¨╉ - 2»
21.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╋┿』╄》┿»
23.20 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]╁┿╃を╀┿ ╊〉』-

【╄╂¨ ╃[〉╂┿»
01.20 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]〈¨╊╉′¨╁╄-

′╇╄ ] ╀╄╆╃′¨╈»
03.35 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇]]╇ぅ ]‶┿-

]╄′╇ぅ - 2. 〈¨』╉┿ 〉╃┿[┿»
05.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.35 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «DE FACTO»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.40 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
8.00 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
8.30 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.20 «╂〉[╋ぁ»
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.05 ]╉┿╆╉┿ «‶╇〈╄[ ‶ぁ′», 1 ]╄[╇ぅ
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿»
12.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
13.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
15.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
16.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.30 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
17.05 》/《 «╃╁╄[を ╀╄╆ ╆┿╋╉┿»
19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «╂┿′′╇╀┿╊. ╁¨]》¨╅╃╄′╇╄»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
00.15 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
00.40 «′¨』を ╁ 《╇╊┿[╋¨′╇╇»
01.30 》/《 «╋ぅ〈╄╅ ′┿ «╀┿〉′〈╇»
04.05 》/《 «╁¨╈′┿ ╋╇[¨╁»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Âîñêðåñåíüå, 20 ìàðòà
‶っさゃにえ 〈╁『

6.00, 00.35 MUSIC

7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
9.45, 16.00 HIT CHART

10.35 ╋/] «╂〉╀╉┿ ╀¨╀»
11.00 NEWS ╀╊¨╉
11.30 ╇╉¨′┿ ╁╇╃╄¨╇╂[
12.00 ╆╁╄╆╃｠ ′┿ ╊┿╃¨′╇
12.30 〈[╄′╃╇
13.00 13 ╉╇′¨╊┿╅
13.30 ╁〉╆ NEWS
14.00 ╀╇╀╄[-』┿[〈
15.00 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
16.30 ┿RT-╉¨╉〈╄╈╊を
17.00 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇‶[¨-

‶╇╊╄′┿
18.00 LOVE ╋┿【╇′┿
19.00 ╀〉╃〉 [¨╅┿〈を
20.00 【¨‶¨╂¨╊╇╉╇
21.00 ╆¨╊〉【╉┿ 2.0
22.00 〉╅╄ ╋¨╅′¨
22.50 ]╊╄╃〉ぃ】╇╈
23.40 〈┿』╉┿ ′┿ ‶[¨╉┿』╉〉
00.05 〈[╄′╃╇

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 ╋/《 «′〉, ‶¨╂¨╃╇!»
6.40 ╋/《 «╃¨╋-╋¨′]〈[»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.10 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇»
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.30 «《┿╆╄′╃┿»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 «╇′╃╇╈]╉╇╄ ╈¨╂╇ ][╄╃╇ 

′┿]»
13.15 》/《 «‶[╇′『╄]]┿ ′┿ 

╀¨╀┿》»
15.20 》/《 «〈〉〈]╇»
17.10 》/《 «╊〉』【╇╈ ╃[〉╂ ╋¨╄╂¨ 

╋〉╅┿»
19.00 «╅╄]〈¨╉╇╄ ╇╂[｠». ′¨-

╁｠╈ ]╄╆¨′
21.00 «╁[╄╋ぅ»
22.00 》/《 «‶[╇╆[┿╉»
00.20 ╃╅╄《《 ╀[╇╃╅╄], [¨-

╀╇′ 〉╇╊をぅ╋] ╁ 《╇╊を╋╄ 
«╉¨[¨╊を-[｠╀┿╉»

03.00 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ 
╀〉╃╄〈»

5.00 》/《 «‶ぅ〈を ╋╇′〉〈 ]〈[┿》┿»
6.40 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
8.40 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
9.25 ╂¨[¨╃┿ ╇ ╁╄]╇
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 ╃/《 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╂┿-

]〈[¨╊を ╃╅¨ ╃┿]]╄′┿»
11.50 〈/] «╀｠╊┿ ╊ぃ╀¨╁を»
14.00 ╁╄]〈╇
14.30 〈/] «╀｠╊┿ ╊ぃ╀¨╁を»
16.00 ]╋╄ぅ〈を]ぅ [┿╆[╄【┿╄〈]ぅ
17.05 〈┿′『｠ ]¨ ╆╁╄╆╃┿╋╇
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «╃¨╋[┿╀¨〈′╇『┿»
23.00 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.00 ╂╄′′┿╃╇╈ 》┿╆┿′¨╁. ‶¨-

╁〈¨[╄′╇╄ ‶[¨╈╃╄′′¨╂¨
00.30 》/《 «]╋╄[〈′｠╈ ‶[╇-

╂¨╁¨[»
02.40 》/《 «¨‶┿]′｠╈ 〉╇╉-ぁ′╃»

5.35 〈/] «┿╁〈¨╀〉]»  
7.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋ 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨» 
8.45 «╇》 ′[┿╁｠» 
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!» 
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿» 
10.50 «‶╇[ ′┿ ╁╄]を ╋╇[» 
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 》/《 «]╄╋╇′» 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 «╇]〈¨[╇ぅ ╁]╄[¨]]╇╈-

]╉¨╂¨ ¨╀╋┿′┿. ╁｠》¨╃ 
╄]〈を!» 

17.20 «╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!» 
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄. ¨╀╆¨[» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ. ╇〈¨╂╇» 
20.00 «』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄» 
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄» 
22.00 〈/] «╂╊〉》┿[を» 
01.00 «┿╁╇┿〈¨[｠» 
01.35 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
02.10 》/《 «]╇╀╇╊╊┿» 
03.55 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «╆╄╊╄′┿ぅ ╉┿[╄〈┿»
12.15 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.00 ╃/《 «╇╂[〉【╉╇ ぁ╁¨-

╊ぃ『╇╇»
14.50 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
15.35 ╆╁╄╆╃′｠╄ ‶¨[〈[╄〈｠
16.05 》/《 «』╇]〈¨╄ ′╄╀¨»
17.55  ╃/《 «╄╁╂╄′╇╈ 〉[-

╀┿′]╉╇╈»
18.35 【╄╃╄╁[｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ 

╋〉╆｠╉┿╊を′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿
20.45 ╀¨[╇] ‶╊¨〈′╇╉¨╁. 〈╁¨[-

』╄]╉╇╈ ╁╄』╄[ ╁ ╋》〈 ╇╋. 
┿.‶. 』╄》¨╁┿

22.00 ╇〈¨╂¨╁┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ 
«╉¨′〈╄╉]〈»

2 2 . 4 0  》 / 《  « ╅ ╄ ] 〈 ぅ ′ ¨ ╈ 
╀┿[┿╀┿′»

01.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╃/《 «╇╂[〉【╉╇ ぁ╁¨-

╊ぃ『╇╇»

7.00 《〉〈╀¨╊. «ぁ╁╄[〈¨′» - 
«《〉╊》ぁ╋»

9.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
9.20 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.00 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
10.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
11.00 ╋╄╊を′╇『┿
11.45 》/《 «╂¨′】╇╉»
14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.10 «‶╄[╁┿ぅ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ 

╊¨〈╄[╄ぅ»
14.15 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
15.10 ‶[｠╅╉╇ ╁ ╁¨╃〉
16.50 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
17.20 《╇′┿′]╇]〈
17.50 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
19.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
19.30 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
20.00 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
20.55, 05.00 《〉〈╀¨╊. «』╄╊]╇» - 

«╋┿′』╄]〈╄[ ]╇〈╇»
22.55 》/《 «╉〈¨ ぅ?»
01.25, 03.45 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
01.50 «《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿»
02.35, 03.55 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

5.20 》/《 «′╄ ╋¨╂〉 ]╉┿╆┿〈を 
«‶[¨】┿╈»

7.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.50 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨-

‶╄╃╇ぅ»
8.20 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
8.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.45 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄»
10.15 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ ╃¨╋»
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30, 00.00 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.40 «》[¨′╇╉╇ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ 

╀｠〈┿»
12.30 》/《 «╉[｠【┿»
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
16.15 《╄]〈╇╁┿╊を ′. ╀┿╀╉╇′¨╈
17.30 》/《 «╉[┿‶¨╁｠╈ ╀╄[╄〈»
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
00.20 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′
01.20 》/《 «[┿╆╁ぅ╆╉┿»
02.50 》/《 «╋｠, ′╇╅╄‶¨╃‶╇-

]┿╁【╇╄]ぅ»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.15 〈/] «╃[〉╆をぅ»
8.55 ╊¨〈¨ «]‶¨[〈 ]〉‶╄[»
9.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
9.50 ╊¨〈╄[╄╇: «‶╄[╁┿ぅ ′┿『╇-

¨′┿╊を′┿ぅ» ╇ «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 [┿]-

]╊╄╃¨╁┿′╇╄
12.00 ╃/《 «〈[〉╃′｠╄ ╃╄〈╇ 

╆╁╄╆╃»
13.00 〈/] «》¨[»
14.00 〈/] «》¨[»
14.55 〈/] «╇′〈╄[′｠»
17.00 》/《 «〉╀╇〈を ╀╇╊╊┿ - 2»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ′┿【┿ RUSSIA
20.30 》/《 «╋┿[╊╇ ╇ ぅ»
23.00 ╃¨╋-2 
00 .30  》 /《  «╉┿′╇╉〉╊｠ ╁ 

╄╁[¨‶╄»
02.20 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
02.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.50 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.50 COSMOPOLITAN. ╁╇╃╄¨-

╁╄[]╇ぅ

7.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
7.30 ]╉┿╆╉┿ «‶[╇′『╄]]┿ ] 

╋╄╊を′╇『｠» (』╄》¨]╊¨-
╁┿╉╇ぅ)

9.35 «╃╄]ぅ〈¨╄ ╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨». 
《ぁ′〈╄╆╇, 1-10 ]╄[╇╇ (╁╄-
╊╇╉¨╀[╇〈┿′╇ぅ)

20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 ╉╇′¨ ╃╊ぅ ]╁¨╇》. ╋╇》┿╇╊ 

‶¨[╄』╄′╉¨╁, ┿╊╄╉]╄╈ 
╀〉╊╃┿╉¨╁, ′╇╉¨╊┿╈ ╉┿-
[┿』╄′『¨╁ ╁ ‶[╇╉╊ぃ-
』╄′』╄]╉¨╋ 《╇╊を╋╄ 
┿╊╊｠ ]〉[╇╉¨╁¨╈ «〈┿╈′┿ 
«╁¨╊』を╄╈ ‶┿]〈╇»

23.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.30 «‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╄╃╇′¨[¨-

╂┿». ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉╇╈ 
《╇╊を╋, 1-4 ]╄[╇╇ (2000 
╂., ]【┿)

03.30 «╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄» 
([¨]]╇ぅ)

5.00 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»
6.00 〈/] «‶¨╊′¨╊〉′╇╄»
7.00 ╋/] «╀╄′ 10»
8.00 〈/] «╆┿』╄╋ 〈╄╀╄ ┿╊╇╀╇?»
9.20 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
9.50 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.50 》/《 «╁′╄ ╃¨]ぅ╂┿╄-

╋¨]〈╇»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.10 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
14.40 «╁ 』┿] ‶╇╉»
15.10 》/《 «′┿╄╋′╇╉╇»
17.00 «‶[╇╂¨╁¨[»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇〈¨[╇╇
20.00 》/《 «》[┿′╇〈╄╊を»
21.50 》/《 «╀┿╂[¨╁｠╄ [╄╉╇ 2: 

┿′╂╄╊｠ ┿‶¨╉┿╊╇‶]╇]┿»
2 3 . 5 0  〈 / ]  « ‶ ¨ ] ╊ ╄ ╃ ′ ぅ ぅ 

╋╇′〉〈┿»
0 1 . 0 0  》 / 《  « ╇ ′ 〈 ╇ ╋ ′ ┿ ぅ 

╀╊╇╆¨]〈を»
03.00 «‶¨╉╄[ ‶¨]╊╄ ‶¨-

╊〉′¨』╇»
03.55 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 ╀¨╄╁╇╉ «╋┿╉]╇╋┿╊を′｠╈ 
[╇]╉»

7.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 «]┿╋｠╈ 〉╋′｠╈»
10.45 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
11.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
12.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
13.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╋┿』╄》┿»
15.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
19.30 ╋/《 «‶¨》¨╅╃╄′╇ぅ ╇╋-

‶╄[┿〈¨[┿»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╊¨╁〉【╉┿ ╃╊ぅ 

[¨╃╇〈╄╊╄╈»
23.20 》/《 «╂¨╊〉╀¨╂╊┿╆｠╈ 

╋╇╉╉╇»
01.15 ╀¨╄╁╇╉ «╀╄╂〉】╇╈ ‶¨ 

╊╄╆╁╇ぃ»
03.25 ╀¨╄╁╇╉ «¨‶┿]′｠╄ ╃′╇. 

]¨╆╃┿′╇╄ «╀╄╂〉】╄╂¨ ‶¨ 
╊╄╆╁╇ぃ»

05.20 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 
╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»

05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.35, 6.40 «DE FACTO»
5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
6.55 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ]╉┿╆╉┿ «‶╇〈╄[ ‶ぁ′», 2 ]╄[╇ぅ
11.40 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.05 》/《 «╃╁╄[を ╀╄╆ ╆┿╋╉┿»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
14.30 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «╋╄╃.ぁ╉]‶╄[〈»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.35 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «〉╂╋╉» - «]‶┿[〈┿ & ╉» (╁╇╃′¨╄)
20.30, 01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
21.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
22.05 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.25 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
01.20 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
02.50 》/《 «╋ぅ〈╄╅ ′┿ «╀┿〉′〈╇»
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╋ぇさす ぇっくょぇ くぇきぇい せおせ ゃぇおにすかぇさに
 (さぇしこうしぇくうっ こはすうおさぇすくにた くぇきぇいけゃ くぇ きぇさす)
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く
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蔭さ
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ゃす 1 06.21 07.51 13.20 16.30 18.29 19.59 26 しうて
しさ 2 06.19 07.49 13.20 16.32 18.31 20.01 27 つ蔭さ
つす 3 06.16 07.46 13.20 16.34 18.33 20.03 28 こ蔭く
こす 4 06.14 07.44 13.20 16.36 18.35 20.05 29 一けき
しぉ 5 06.11 07.41 13.20 16.38 18.38 20.08 30 てうき
ゃし 6 06.08 07.38 13.20  16.40 18.40 20.10 1 はおて
こく 7 06.06 07.36 13.20 16.42 18.42 20.12 2 ょ允て
ゃす 8 06.03 07.33 13.20 16.43 18.44 20.14 3 しうて
しさ 9 06.00 07.30 13.20 16.45 18.46 20.16 4 つ蔭さ
つす 10 05.58 07.28 13.20 16.47 18.48 20.18 5 こ蔭く
こす 11 05.55 07.25 13.20 16.49 18.51 20.21 6 一けき
しぉ 12 05.52 07.22 13.20 16.51 18.53 20.23 7 てうき

ゃし 13 05.50 07.20 13.20 16.53 18.55 20.25 8 はおて
こく 14 05.47 07.17 13.20 16.54 18.57 20.27 9 ょ允て
ゃす 15 05.44 07.14 13.20 16.56 18.59 20.29 10 しうて
しさ 16 05.42 07.12 13.20 16.58 19.01 20.31 11 つ蔭さ
つす 17 05.39 07.09 13.20 17.00 19.04 20.34 12 こ蔭く
こす 18 05.36 07.06 13.20 17.01 19.06 20.36 13 一けき
しぉ 19 05.33 07.03 13.20 17.03 19.08 20.38 14 てうき
ゃし 20 05.31 07.01 13.20 17.05 19.10 20.40 15 はおて
こく 21 05.28 06.58 13.20 17.06 19.12 20.42 16 ょ允て
ゃす 22 05.25 06.55 13.20 17.08 19.14 20.44 17 しうて
しさ 23 05.23 06.53 13.20 17.10 19.16 20.46 18 つ蔭さ
つす 24 05.20 06.50 13.20 17.11 19.18 20.48 19 こ蔭く
こす 25 05.17 06.47 13.20 17.13 19.21 20.51 20 一けき
しぉ 26 05.14 06.44 13.20 17.15 19.23 20.53 21 てうき
ゃし 27 06.12 07.42 14.20 18.16 20.25 21.55 22 はおて
こく 28 06.09 07.39 14.20 18.18 20.27 21.57 23 ょ允て
ゃす 29 06.06 07.36 14.20 18.20 20.29 21.59 24 しうて
しさ 30 06.04 07.34 14.20 18.21 20.31 21.01 25 つ蔭さ
つす 31 06.01 07.31 14.20 18.23 20.33 21.03 26 こ蔭く
5-6 きぇさす – さぇぉうゅ-蔭か-ぇたうさ ぇっ ぉぇてかぇくぇ
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┿ゅぇ, さぇいぉっあぇかしは! ] おさぇは ゃ おさぇえ ゅけさけょぇ 

こっさっすぬしは, つすけぉに おぇおけゅけ-すけ すぇき こぇしすけさぇ くっさせし-
しおけゅけ こけしかせてぇすぬ. ╃ぇ つすけ けく きくっ, おけさっくくけきせ 
させしうつせ, すぇおけゅけ こけゃっょぇすぬ しきけあっす? ╄さっしぬ しゃけの 
あうょけきぇしけくしおせの?! ′っ たけつせ.

– ╃ぇ くっ, は かせつてっ ゃ くけさきぇかぬくせの ちっさおけゃぬ 
しなっいあせ, ぇ くっ ゃ ねすけす ゃぇて きけかっかぬくにえ ょけき: しはょせ 
くぇ «すさけっつおせ», う くぇ きっしすっ. ╇ ぉかうあっ, ょぇ う こさっょ-
おう きけう こさぇゃけしかぇゃくにきう ぉにかう, ぇ くっ っゃぇくゅっかう-
しすぇきう おぇおうきう-すけ. 》けすは おぇおぇは さぇいくうちぇ? 〈ゃけえ 
こぇしすけさ けぉ ねすけき ゅけゃけさうか?

– ′っす, すに しけゃしっき せあっ せすけきうか しけ しゃけうきう ゃけ-
こさけしぇきう. 〈ぇお, – しかけあうか ╋うたっえ こぇかぬちに させお ゃ 
いぇきけお, – ぅ くっ しっさあせしぬ: ゅさった ねすけ. 〈ぇお ゃけす: けく 
しおぇいぇか, つすけ ゃさけょっ ぉに ゃしひ けょくけ う すけ あっ, すけかぬおけ 
けくう お くぇさけょせ ぉかうあっ, ゃけす う ゃしひ. 《せ, う いぇゅさせいうか 
あっ すに きっくは!  ╀ぇておぇ せあっ しけゃしっき くうつっゅけ くっ しけ-
けぉさぇあぇっす.  ╃ぇゃぇえ かせつてっ すはこくっき!

ぅ すぇお ゃにきけすぇかしは いぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ, つすけ, 
しなっゃ ょけきぇ ゃしっゅけ かうてぬ けょうく こけかけゃくうつっお しせこぇ, 
すせす あっ いぇゃぇかうかしは しこぇすぬ. ]くうかぇしぬ ゃしはおぇは っさせく-
ょぇ: う ╀っさっくょっえ, う すけ, つすけ は – ╃けぉさにえ, う は おけゅけ-
すけ すぇき おせしぇの, ぉっゅせ, ぇ こけすけき けおぇいにゃぇっすしは, つすけ 
せ きっくは せあっ くっ つっすにさっ かぇこに, ぇ ゃしっゅけ ょゃっ くけゅう, 
う は – ゃしっゅけ かうてぬ は, う こけすけきせ せしすぇか, う ゃっしぬ いぇ-
こせすぇかしは ゃ すさぇゃっ, ぇ いぇ きくけえ ゅけくはすしは, くっ けすしすぇ-
のす. ╉けさけつっ, こさけしにこぇくうっ ぉにかけ くっ うい かひゅおうた: 
こけかせつうかけしぬ すぇお, つすけ ゃけ しくっ けょくせ くけゅせ は おぇおうき-
すけ つせょけき いぇしせくせか ゃくせすさぬ こけょけょっはかぬくうおぇ, ぇ 
こさけしすにくは くぇたけょうかぇしぬ せあっ くっ こけょけ きくけえ, おぇお 
こけかけあっくけ, ぇ ゅょっ-すけ さはょけき. ′っす, くぇょけ くぇ ねすう 
ぉけゅけしかけゃしおうっ すっきに こさっおさぇとぇすぬ さぇいゅけゃぇさう-
ゃぇすぬ: すぇお くう ゃ あういくぬ くっ ゃにしこうてぬしは. ‶けかっゅつぇ-
かけ すけかぬおけ こけしかっ ょせてぇ, ょぇ う すけ かうてぬ けすつぇしすう: 
けつっくぬ せあ くっしこけおけえくけ ぉにかけ くぇ しっさょちっ. ′け ょぇ 
ねすけ くうつっゅけ: しっえつぇし こけっき, う ゃしひ こさけえょひす. 

′け ゃうょうきけ, ゃしひ あっ せ きっくは ゃうょ ぉにか おさぇえくっ 
たきせさにえ: おけくすさけかひさに こさう けょくけき すけかぬおけ ゃいゅかは-
ょっ くぇ きっくは こけしおけさっっ こさはすぇかう ゅかぇいぇ う こさけたけ-
ょうかう きうきけ. ]すさぇくくけ: ゃさけょっ, おけゅょぇ ぉさうかしは, くっ 
こけさっいぇかしは, うしこぇつおぇすぬしは すけあっ くっゅょっ ぉにかけ, ょぇ 
う けょっす は おぇお けぉにつくけ. ┿ つすけ ゃ おぇさきぇくぇた  こけか-
ぉぇすけくぇ う おせしきぇく おけかぉぇしに – すぇお ねすけ ゃさけょっ ゃ 
ゅかぇいぇ くっ しうかぬくけ ぉさけしぇっすしは. 〈ぇお くうつっゅけ う くっ 
こけくはゃ ゃ こけゃっょっくうう いぇゅぇょけつくにた おけくすさけかひさけゃ, 
さってうか しこうしぇすぬ くぇ すけ, つすけ は, ゃけいきけあくけ, くっ ゃに-
しこぇかしは う せ きっくは おさぇしくにっ ゅかぇいぇ. ╁ こっさっょっさあおっ 
くぇさけょ おせつおけゃぇかしは ゃけいかっ おせさうかおう. ¨おぇいぇかけしぬ, 
つすけ あょぇかう うきっくくけ きっくは: くぇゃしすさっつせ こけすけこぇか 
さぇょけしすくけ ゃいゃけかくけゃぇくくにえ ╉けかはきぉぇ:

– ‶さうゃっす, ╇ゃぇくにつ! ╄ょっき, くっす? ╋に せあっ しけ-
ぉさぇかう ょっくっゅ, は ゅけすけゃ, おぇお こうけくっさ.

– ╆くぇっき きに ゃぇし, こうけくっさけゃ: こけてかひてぬ いぇ ぉせ-
すにかおけえ – こさうくっしひすっ おっそうさぇ うかう «╀せさぇすうくけ», – 
いぇゃけさつぇか は, ゃしこけきくうゃ, つすけ ゃつっさぇ くぇさけょせ くぇけぉっ-
とぇか. ╃ぇあっ すけ, つすけ は くぇ ねすけき くぇさけょっ いぇさぇぉけすぇの, 
くっ しかうておけき さぇょけゃぇかけ, –  ‶けゅけょう, くぇょけ しこっさゃぇ 
╃けぉさけゅけ ゃにゅせかはすぬ, ょぇ せ ‶ぇかくに けすこさけしうすぬしは. 
』ひさす! – たかけこくせか は しっぉは こけ ゅけかけゃっ, – ┿ こさけ くっひ-
すけ きに う いぇぉにかう! ╃ぇえ-おぇ しこうしけお, – う, ゃにたゃぇすうゃ 
っゅけ うい させお ゃけょうすっかは, くぇつぇか こさけしきぇすさうゃぇすぬ, 
– ╃ぇ, ╉けかは, くっ ぉっさっあひてぬ すに しゃけひ いょけさけゃぬっ. 
〈ぇお, すっぉっ ょゃっ, ぇ くっ つっすにさっ. ]っぉっ すけあっ くぇ ょゃっ 
せきっくぬてぇの, しこぇしうぉけ, つすけ くっ いぇぉにか. ╇ くっ ゃけいさぇ-
あぇえ! – う てっこくせか すうたけくぬおけ, – ′ぇし は くっ けぉうょっか, 
くっ ぉけうしぬ, いぇ ゅかぇいぇ たゃぇすうす. ╇ょう, う こけおぇあう ゃしっき 
し けぉうあっくくにき ゃうょけき しこうしけお, こせしすぬ すっぉは こけあぇ-
かっのす. ╋けあっす, こかっしくせす ゃっつっさおけき かうてくのの. ┿ は 
こけおぇ お ╃けぉさけきせ, っきせ こけゅせかはすぬ くぇょけ.

《せ すに, けこはすぬ ねすけす いゃっさぬ くぇ きっくは し せおけさうい-
くけえ しきけすさうす. ╃ぇあっ たゃけしすけき こけゃうかはか つうしすけ ょかは 
こさけそけさきに, ゃにたけょは うい しゃけっえ おかっすおう, ょっしおぇすぬ: 
«′せ, いょさぇゃしすゃせえ, たけかけこ くっさぇしすけさけこくにえ. 》け-
さけてけ たけすぬ, しけゃしっき くっ いぇぉにか». ╁はかけ こけぉっゅぇか 
いぇ こぇかけつおけえ, ゃはかけ こっさっおせしうか, う けこはすぬ くぇ しゃけひ 
さゃぇくぬひ せかひゅしは. ぅ こけおぇいぇか っきせ おせかぇお:

– ╄しかう ぉせょってぬ たぇきうすぬ, くうおせょぇ し すけぉけえ しっ-
ゅけょくは くっ こけえょひき, すぇお う いくぇえ. ¨ぉうあせしぬ, しょっさせ 
し すっぉは ておせさせ, う ぉせょせ おぇあょにえ ゃっつっさ けぉ くっひ ぉけ-
すうくおう ゃ こさうたけあっえ ゃにすうさぇすぬ, こけくはか?

〈けす かうてぬ こけかせせかにぉくせかしは う こけかけあうか, きけさ-
ゅぇは, ゅけかけゃせ くぇ かぇこに. ╋っさいぇゃっち, くぇすせさぇかぬくぇは 
しおけすうくぇ. ]ゃけかけつぬ くっぉかぇゅけょぇさくぇは う ゃにしけおけ-
きっさくぇは. ¨た, う こけぉっゅぇのす あっ けくう し ¨かぬゅけえ くぇ-
こぇさせ せ きっくは しっゅけょくは! ╀せょせす いくぇすぬ, おぇお けしおけさ-
ぉかはすぬ きっくは ゃ かせつてうた きけうた つせゃしすゃぇた. ′っ いぇたけょは 
ゃ おけくすけさせ, しさぇいせ あっ こけったぇか し ╉けかっえ, しこうしおけき 
う ょっくぬゅぇきう お ぃさっ. ╃ぇかぬてっ ゃしひ こさけてかけ おぇお こけ 
きぇしかせ: くぇし こさけこせしすうかう, ょっくぬゅう は こけこにすぇかしは 
ぉにかけ こっさっしつうすぇすぬ こけ ょけさけゅっ, くけ けぉぇ さぇいぇ しぉう-
ゃぇかしは, すぇお う けすょぇか うた ょけおすけさせ:

– ╁さけょっ ゃしひ ょけかあくけ ぉにすぬ こさぇゃうかぬくけ, しぇき 
しつうすぇえ, は しぉうかしは し ねすけえ きっかけつぬの.

– ┿, っさせくょぇ, は ぉに すっぉっ, きけあっす, う ゃけゃしっ いぇ-
ょぇさけき けすょぇか, かうてぬ ぉに すに おぇぉうくっす きくっ けしゃけぉけ-
ょうか. ┿ すせす – しさぇいせ しすけかぬおけ しゃけぉけょくけゅけ きっしすぇ, 
きけあくけ いぇくけゃけ いぇたかぇきかはすぬ, – う, くっ ゅかはょは, いぇ-
しせくせか ぉせきぇあおう ゃ おぇさきぇく, – ╃ぇ, おしすぇすう, くぇしつひす 
すゃけっゅけ ]ぇておう, – は しさぇいせ くぇこさはゅしは, – ╁っいせくつうお 
けく, ゃしひ くけさきぇかぬくけ. ′ぇゃっさくけっ, しせきっか-すぇおう すに 
っゅけ せぉっょうすぬ. ]うょうす しっえつぇし, し きせあうおぇきう おけいかぇ 
いぇぉうゃぇっす. 〈ぇお つすけ, – う こけしすせつぇか こけ しけしくっ, – 
╃くっえ つっさっい こはすぬ きけゅせ っゅけ ゃにこうしぇすぬ. ╃けゃけかっく? 

– ¨つっくぬ! ぅ くぇ ょくはた っとひ いぇゅかはくせ, くっ こさけ-
ゅけくうてぬ?

– ╃ぇ おせょぇ けす すっぉは ょっくってぬしは, くぇたゃぇすぇかしは けす 
しゃけうた こうすけきちっゃ ぉかけてうくけえ ちっこおけしすう. 〈に おせょぇ 
こけかっい? – けしすぇくけゃうか けく きっくは ゃけいかっ おぇぉうくに, – 
╉すけ あっ ゃぇし し ゅさせいけき-すけ ゃにこせしすうす? ‶けてかう ゃきっ-
しすっ, こけおせさうき, ぇ きぇてうくぇ こせしすぬ すうたけくぬおけ いぇ くぇきう 
っょっす. 〈に あっ くっ しこってうてぬ ねすけ ゃしひ しさぇいせ ゃにこうすぬ?

– ╃ぇ くせ すっぉは: は しっゅけょくは こうすぬ ゃけけぉとっ くっ しけ-
ぉうさぇのしぬ, – ぇあ こっさっょひさくせかけ きっくは.

– 〈に くっ いぇぉけかっか, ょさせあうとっ? – そにさおくせか すけす, 
– ┿ すけ しきけすさう: おけっつおう せ きっくは しゃけぉけょくにっ っしすぬ. 

– ┿ せ きっくは – おかっすけつおう. ]っえつぇし くぇ こっすっかぬおせ – 
う ゃ おせいけゃ, こけゃっいひき すっぉは ╃けぉさけゅけ さぇいゃかっおぇすぬ, ぇ 
すけ けく ゃすけさけえ ょっくぬ せあっ おぇお くっ ゃ しっぉっ. 

– 』すけ すぇお? ]っえつぇし, こけょけあょう, – う けしすぇくけゃうか 
きっくは あっしすけき, – は し けたさぇくくうおけき こけゅけゃけさの, おぇお 
てかぇゅぉぇせき けすおさけのす, こさけっいあぇえすっ.

』っさっい きうくせすおせ こけかけしぇすぇは こぇかおぇ ょさけゅくせかぇ う 
こけこけかいかぇ ゃゃっさた. ぅ きぇたくせか ╉けかぬおっ: «‶さけっいあぇえ 
う あょう». 〈けす ゃしすぇか くぇ こかけとぇょおっ くっこけょぇかひおせ, 
ゃにてっか う しすぇか あょぇすぬ, ぉっしちっかぬくけ こけこうくにゃぇは 
おけかひしぇ. ╁けす う ょけおすけさ こけょけてひか:

– 〈ぇお けすつっゅけ ねすけ けく くっ ゃ しっぉっ?
– ┿ おけきせ けたけすぇ くぇ しおけすけきけゅうかぬくうお いぇょぇ-

さけき こっさっすぬしは? [ってうかう くぇてう ぉけえちに しけぉぇつっお 
こけ-きぇおしうきせきせ しけあさぇすぬ, う ねすけ こさぇゃうかぬくけ: たけすぬ 
しきっさすぬ ぉにしすさぇは ょぇ かひゅおぇは, くっ すけ, つすけ けす ねすけえ 
たうきうう. ╃ぇ う きせあうおぇき くぇ おけかぉぇしっ ねおけくけきうは. ┿ 
すに うき っとひ う しこうさすぇ ょってひゃけゅけ こけょおうくせか. 〈ぇお 
つすけ すっこっさぬ, こけおぇ こけかけゃうくせ こしうく くっ したけきはつぇす, ょぇ 
ゃっしぬ しこうさす くっ ゃにこぬのす, くっ せしこけおけはすしは, ぇ すぇき… 
┿, こけそうゅ, つすけ ぉせょっす «すぇき», あういくぬ-すけ こさけょけかあぇ-
っすしは. ┿ ╃けぉさにえ, ゃうょぇすぬ, ゃしっ ねすう さっおう おさけゃせておう 
つせゃしすゃせっす, こさっょしきっさすくにっ ゃういゅう しかにてうす, すぇおうっ 
ゃけす こうさけゅう. ╃させいっえ こさけ くっゅけ くっ しこさぇてうゃぇか?

– ╃ぇ おけゅょぇ? ╊ぇょくけ-かぇょくけ, いくぇの, つすけ しさけつくけ. 
╁しひ, しっえつぇし ゃっさくせしぬ ゃ おぇぉうくっす う ょさせいっえ けぉいゃぇ-
くうゃぇすぬ くぇつくせ. 』っき つひさす くっ てせすうす: きけあっす, う 
くぇ しぇきけき ょっかっ ゃけいぬきひす おすけ. ╇ ねすけ, すに いぇぉっゅぇえ, 
こけしうょうき っとひ, こけぉっしっょせっき. ╀にゃぇえ! – う ぉにしすさけ 
こけすけこぇか けぉさぇすくけ お しゃけっきせ おけさこせしせ, くぇ たけょせ 
いぇこぇたうゃぇはしぬ ゃ たぇかぇす.

ぅ あっ いぇおせさうか う くぇこさぇゃうかしは ゃ こさけすうゃけこけ-
かけあくせの しすけさけくせ, お きぇてうくっ. ╇ けこはすぬ すけかぬおけ は 
けすおさにか ょゃっさおせ, おぇお ╉けかぬおぇ しこさけしうか:

– ╇ゃぇくにつ, ぇ すさっすぬは おけさけぉおぇ けすおせょぇ?
– 〈ぬそせ, つひさす! – けこけきくうかしは は, – 》けさけてけ, つすけ 

くぇこけきくうか. ぁすけ くぇてぇ し すけぉけえ, は あっ すっぉっ ゅけゃけさうか, 

つすけ こさけ くぇし-すけ は すけつくけ くっ いぇぉせょせ. 〈ぇお つすけ ょぇゃぇえ, 
したけゃぇえ っひ おせょぇ こけくぇょひあくっっ, こけすけき う こけょっかうき. 
╃ぇ, う すに しょぇゃぇか いぇ つっすにさっ, くぇしおけかぬおけ は こけきくの. 
]おけかぬおけ ぉせょってぬ こけおせこぇすぬ うい ねすけえ おけさけぉおう?

– ┿ こけかけゃうくせ きけあくけ? – ぇかつくけ しゅかけすくせゃ しかの-
くせ, けしすけさけあくけ しこさけしうか くぇこぇさくうお.

– 〈け っしすぬ, すに し すっきう, つすけ ゃ しこうしおっ, たけつってぬ 
いぇぉさぇすぬ ょゃっくぇょちぇすぬ? – せすけつくうか は. 

– 〈ぇお すっぉっ う ゃけゃしっ すさうくぇょちぇすぬ ょけしすぇひすしは! – 
ゃけいきせすうかしは けく.

– ╊ぇょくけ, たさっく し すけぉけえ, せぉけかすぇか, – せょうゃうかしは は 
っゅけ しこけしけぉくけしすはき お ぇさうそきっすうおっ, – ╁しひ こさうこさは-
すぇか? ′うおすけ くっ くぇえょひす? ′っ, ゃしひ さぇゃくけ くぇょけ いぇゃ-
すさぇ ゃしひ ょけきけえ せゃっいすう, ぇ すけ せくのたぇのす, しゃけかけつう. 
╃ぇゃぇえ いぇゃすさぇ こけ ょけきぇき さぇいゃっいひき, おぇお ょせきぇってぬ?

– ╇ゃぇくにつ, ょぇ け つひき さぇいゅけゃけさ?! 》けすぬ くぇ ]っ-
ゃっさくにえ こけかのし! – こさうてひか ゃ こけかくせの ぇあうすぇちうの 
ゃけょうすっかぬ, – ┿ ょっくぬゅう いぇ ねすう ょっしはすぬ は すっぉっ いぇゃ-
すさぇ けすょぇき, すに くっ しけきくっゃぇえしは!

– ╆ぇ ゃけしっきぬ, ╁けすさせぉぇ. ‶けったぇかう, ぇ すけ つすけ きに 
いょっしぬ きぇはつうき, くう お つっきせ ねすけ.

– ‶けつっきせ いぇ ゃけしっきぬ? – ゃにったぇか すけす, しけゃっさ-
てっくくけ しつぇしすかうゃにえ,  くぇ すさぇししせ, – ぅ くっ こけくはか. ╇ 
こさう つひき すせす ねすけす… ╉ぇお すに きっくは くぇいゃぇか?

– ╀にかぇ すぇおぇは こけこせかはさくぇは こっさっょぇつぇ, «╉ぇ-
ぉぇつけお ょゃっくぇょちぇすぬ しすせかぬっゃ» くぇいにゃぇかぇしぬ, すぇお 
すぇき けょくけゅけ きせあうおぇ いゃぇかう しつっすけゃけょ ╁けすさせぉぇ. 
〈に あっ せあっ いぇ つっすにさっ いぇこかぇすうか, すぇお? ┿ いぇ-
ぉっさひてぬ ょゃっくぇょちぇすぬ, う いぇ しおけかぬおけ すに ょけかあっく 
ょけこかぇすうすぬ? – いぇゅうぉぇか は こぇかぬちに, – 〈け-すけ う 
けくけ, つすけ いぇ ゃけしっきぬ.

╉けかはきぉぇ かうてぬ ゃっしっかけ たきにおくせか:
– ╁けすさせぉぇ, しおぇあってぬ すけあっ. ぁた, う こけゅせかはっき!
– ]うかぬくけ くっ こっさっゅせかうゃぇえ: くぇき いぇゃすさぇ お 

╁ぇくぬおっ ったぇすぬ, うかう せあっ いぇぉにか?
– ╇ゃぇくにつ, すに こさけしすけ ぉかぇゅけょっすっかぬ! – けおけく-

つぇすっかぬくけ さぇしちゃひか ゃけょうすっかぬ, – ╄とひ う ょっくっゅ 
いぇさぇぉけすぇっき! ′っ あういくぬ, ぇ しおぇいおぇ! ╇ おせょぇ いぇ ょけ-
ぉにつっえ こけっょっき?

– ╉けかは, ぇ くせ, ゃいゅかはくう くぇ きっくは, – くぇおかけくうかしは 
は つせすぬ かう くっ お こさうぉけさくけえ こぇくっかう, – 〈けつくけ: 
けす さぇょけしすう おさにてぇ しなったぇかぇ. ╉せょぇ すっぉっ くぇょけ 
っいょうすぬ, おけゅょぇ せ くぇし けくう ゃしっ せあっ こけ おかっすおぇき 
しうょはす! ╇, いぇきっすぬ, しさぇすぬ こけ ょけさけゅっ くっ ぉせょせす: 
けくう ゅけかけょくにっ. 

〈けす しきせとひくくけ こさうきけかお. ぁた, う ょけ つっゅけ あっ 
たけさけてけ, くぇゃっさくけっ, あうゃひすしは ぉういくっしきっくぇき! ぅ 
ゃけく ゃしっゅけ-すけ くうつっゅけ: し ょのあうくせ そせくそにさうおけゃ 
くぇ たぇかはゃせ こさうしゃけうか, ょぇ けす ╉けかはきぉに いぇゃすさぇ 
ょっくっあおせ くう いぇ つすけ くう こさけ つすけ こけかせつせ, ぇ せょけ-
ゃけかぬしすゃうっ うしこにすぇか すぇおけっ, おぇお ぉせょすけ きうかかう-
けく せ ゅけしせょぇさしすゃぇ せおさぇか. ぅ, おぇお う こけつすう ゃっしぬ 
さけししうえしおうえ くぇさけょ, くっ けつっくぬ-すけ けょけぉさはの 
おさぇあせ かうつくけゅけ うきせとっしすゃぇ, くけ しゃけさけゃぇすぬ せ 
ゅけしせょぇさしすゃぇ – ねすけ しゃはすけっ, すぇおうき かのょはき こぇ-
きはすくうおう くぇょけ しすぇゃうすぬ. ╄しかう けくう こけょっかはすしは, 
おけくっつくけ. ╇くぇつっ – «すのさぬきぇ すゃけえ ょけき»: ぇ くっ 
くぇょけ ぉにかけ あぇょくうつぇすぬ. ╉けゅょぇ きに けしすぇくけゃう-
かうしぬ ゃけいかっ おけくすけさに, くぇし すせす あっ ゃいはかう ゃ おかっ-
とう: おぇあょにえ たけすっか こけかせつうすぬ こっさゃにき. ╉けかぬおぇ 
いぇかっい ゃ おせいけゃ, さぇしこっつぇすぇか こっさゃせの おけさけぉおせ, 
う ゃにすぇとうか しゃけえ しこうしけお:

– 〈ぇお! ╋けう ょゃっ – ゃけす けくう, は ゃ しすけさけくおせ けす-
しすぇゃかはの. ╃ぇかぬてっ…

– ‶さけ «ょぇかぬてっ» ぉせょってぬ ゅけゃけさうすぬ ょぇかぬてっ. 
╃かは ‶ぇかくに つっすにさっ ょぇえ, ょぇ は お くっえ こけてひか. ′っす, 
ょぇえ っとひ けょくせ うい きけうた, ]かぇゃっ いぇくっしせ, – こさけ-
すはくせか は ぇかつくけきせ ゃけょうかっ こぇおっす, – ╇すけゅけ: こはすぬ 
てすせお. ′っ けぉきぇくせか? ╊ぇょくけ, しかっょせのとうえ!

╁ おけくすけさっ, ゃ けすかうつうっ けす せかうちに, ぉにかけ こせ-
しすにくくけ, すうたけ, ょぇあっ さぇょうけ くう せ おけゅけ くっ うゅさぇ-
かけ. ¨くう いょっしぬ つすけ, ゃしっ ゃにきっさかう? [ぇくけゃぇすけ 
こけきうさぇすぬ: は ゃけす すけつくけ ょけ こっくしうう こけしすぇさぇのしぬ 
ょけあうすぬ, つすけぉ たけすぬ つすけ-すけ, ょぇ こけかせつうすぬ し くぇ-
てっゅけ さぇしこさっおさぇしくけゅけ, しぇきけゅけ しこさぇゃっょかうゃけゅけ 
ゃ きうさっ ゅけしせょぇさしすゃぇ. ‶さうつひき – こけ いぇおけくせ. ′っす, 

]かぇゃぇ しうょうす, すけかぬおけ くっ ゅぇいっすおせ つうすぇっす, おぇお 
けぉにつくけ, ぇ すぇお, おぇお «けしすさにえ», きけかつぇ しきけすさうす ゃ 
こさけしすさぇくしすゃけ いぇしすにゃてうき ゃいゅかはょけき.

– ]かぇゃぇ すっぉっ! ‶さけしくうしぬ, ねすけ は! – こけしすせつぇか は 
ゃ ょゃっさぬ ういくせすさう.

– ┿? – いぇきけさゅぇか ぉせたゅぇかすっさ, – ′せ, う すっぉっ しかぇ-
ゃぇ. ]すさぇくくけ.

– 』すけ すっぉっ しすさぇくくけ: つすけ は ぉっい «╃っゃけつっお» 
いぇてひか?

– ╃ぇ, っしすぬ くっきくけゅけ, – こさけきけさゅぇかしは すけす.
– ╆ぇすけ, – う ょけしすぇか しすっおかはておせ うい こぇおっすぇ, – ぅ 

こさうてひか おけっ し つっき ょさせゅうき. ぁすけ すっぉっ, ゃ こけょぇ-
さけお, すぇお しおぇいぇすぬ. 【ひか ぉに すに お きせあうおぇき, ぇ すけ 
いぇおうしくってぬ すせす けょうく. ¨くう すけあっ しこうさすはておせ せあっ 
こぬのす, すぇき ゃっしっかけ, くっ しうょう すに きせたけきけさけき!

– ]こぇしうぉけ, – こさうくはか すけす こけょくけてっくうっ, – 
]かぇゃぇ すっぉっ, ╂けしこけょう, くっ たけつせ は お くうき. ┿ お ‶ぇか-
くっ, こけあぇかせえ, いぇえょせ.

– ′け しくぇつぇかぇ は, すに くっ ゃけいさぇあぇってぬ? 〉 きっくは 
すせす う ょかは くっひ っしすぬ, – こけいゃっくっか は しせきおけえ, – 
╊ぇょくけ, こけおぇ, くっ おうしくう. ]かぇゃぇ すっぉっ, ╂けしこけょう.

〈けす こさけゃけょうか きっくは くっょけせきっくくにき ゃいゅかはょけき. 
┿ くっつっゅけ ゅぇいっすおう ゃしひ ゃさっきは つうすぇすぬ, くぇょけ う し 
かのょぬきう けぉとぇすぬしは, ょぇ ゃ しっぉっ くっ いぇきにおぇすぬしは, 
うくぇつっ ゃしは あういくぬ きうきけ こさけえょひす, う くっ いぇきっ-
すうてぬ. 』っかけゃっつっしおけっ けぉとっくうっ, けくけ, おぇお ゅけゃけ-
さはす, しぇきぇは ぉけかぬてぇは ちっくくけしすぬ. ╇ は し ねすうき しけ-
かうょぇさっく: きくっ ょぇあっ ぉっい ╀っさっくょっは, くぇゃっさくけっ, 
しおせつくけ ぉせょっす. 〉 ‶ぇかくに, くっしきけすさは くぇ ょっくぬ, こけ-
ゃしのょせ ゅけさっか しゃっす. ┿ いぇこぇた! ′っかぬいは あっ しすけかぬおけ 
おせさうすぬ! ‶っさゃにき ょっかけき は ゃにおかのつうか しゃっす う くぇ-
しすっあぬ さぇしこぇたくせか けおくけ. ‶けしすぇゃうゃ くぇ しすけか ぉせすに-
かひつおう, しすさけゅけ こけしきけすさっか くぇ ょうさっおすけさぇ:

– ‶ぇかくぇ, ゃに つすけ, ゃつっさぇ ょけきけえ くっ っいょうかう?
– ┿ いぇつっき? – こけょくはかぇ すぇ くぇ きっくは おさぇしくにっ 

ゅかぇいぇ, – ‶ぇて, すに こさうしぇあうゃぇえしは.
– ′せ, せあ くっす! ‶ぇかくぇ, ゅょっ すせす せ すっぉは しすぇおぇくに-

さのきおう? ╄しすぬ つすけ-くうぉせょぬ すぇおけっ?
– 〈ぇき, ゃ ておぇそつうおっ, くぇ ゃっさたくっえ こけかおっ, – 

ゃはかけ こけゃっかぇ けくぇ させおけえ.
〈ぇお, こけしきけすさうき. ┿ つすけ, けつっくぬ ょぇあっ こさうかうつ-

くにっ しすけこぇさうおう, こけたけあっ, ょぇあっ たさせしすぇかぬくにっ. ╇, 
つすけ っとひ おさぇえくっ ちっくくけ: こけつすう しゃっあうっ こさはくう-
おう. ┿ すけ せ きっくは ゃ あっかせょおっ いぇ しっゅけょくは すけかぬ-
おけ しせこつうお し せすさぇ こけぉにゃぇか, ぇ ねすけゅけ ょかは きけっゅけ 
かのぉはとっゅけ こけおせてぇすぬ けさゅぇくういきぇ くっょけしすぇすけつ-
くけ. ぅ こけかけあうか こさはくうおう ゃ ゃぇいけつおせ, う ゃきっしすっ 
しけ しすけこけつおぇきう こけしすぇゃうか くぇ しすけか, けすけょゃうくせゃ ゃ 
しすけさけくせ こにかぬくにえ あせさくぇか いぇ おぇおけえ-すけ すぇき ゅけょ:

– ‶ぇかくぇ, ねすけ くぇき こけょぇさけお けす いぇえつうおぇ, – けす-
おさにか は こっさゃにえ ぉせすにかひお, – ╃ぇゃぇえ-おぇ いぇ いょけさけ-
ゃぬっ いぇえつうおけゃ!

– ╉ぇおうた すぇおうた いぇえつうおけゃ? 』すけ すに くっしひてぬ? – 
くぇたきせさうかぇしぬ けくぇ. 

– ¨す ]ぇておう, ‶っすさせたう, ╇ゅけさぬおぇ, ぃさに, ]っさひゅう, 
ょぇ きくけゅけ うた, ゃしった くっ せこけきくうてぬ. ╉けさけつっ, は しっえつぇし 
し ┿ゅぇそせさけゃしおうた, ょけおすけさ しおぇいぇか, つすけ, すぬそせ-すぬそせ-
すぬそせ, – ゃしひ ぉせょっす くけさきぇかぬくけ. ′っす, こさけ ‶っすさせたせ 
けく, さぇいせきっっすしは, くうつっゅけ くっ ゅけゃけさうか, くけ ]ぇておぇ 
ょけかあっく こけこさぇゃうすぬしは. ‶けねすけきせ は う こさっょかぇゅぇの いぇ 
いぇえつうおけゃ. ╇かう すけゃぇさうと ょうさっおすけさ こさけすうゃ?

– 〈けゃぇさうとせ ょうさっおすけさせ せあっ ゃしひ ょけ いゃっいょに, 
– こけしきけすさっゃ しすけこぇさうお くぇ こさけしゃっす, こけょぇかぇ けくぇ 
っゅけ きくっ, – ′ぇかうゃぇえ, さぇい こさうくひし, ゃにこぬっき いぇ 
すゃけうた いぇえつうおけゃ. 

– ╆ぇ くぇてうた いぇえつうおけゃ! – こけょつっさおくせか は せょぇ-
さっくうっ, こけょくはゃ さのきおせ.

╋に こさけしうょっかう, ゃしこけきうくぇは こさけてかけっ, っとひ 
きうくせす すさうょちぇすぬ, くけ すせす くっしきっかけ ゃけてひか ]かぇゃぇ, 
こさうょっさあうゃぇは ゃ おぇさきぇくっ ゃにしけゃにゃぇのとうえ ゅけさ-
かにておけ こせいにさひお:

– ′っ こけきってぇか?
– ╉けくっつくけ, くっす, ]かぇゃぇ すっぉっ, – こけょくはかしは は 

しけ しすせかぇ, – ぅ せあっ せたけょうすぬ しけぉうさぇかしは, すに おぇお 
くっかぬいは おしすぇすう. ╃け しゃうょぇくうは, ╊のしぬ ‶ぇかくぇ, しこぇ-
しうぉけ いぇ こさはくうおう.



• ]さけつくけ すさっぉせっすしは さぇしおさけえ-
とうちぇ ゃ ちった こけ こけてうゃせ さのおいぇおけゃ, 
さぇくちっゃ, しせきけお. 4-85-97, 8-922-22-
85-477.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╁けょうすっかう ゃにしけおけ-
ゅけ せさけゃくは, し か/ぇ ぉういくっし-おかぇししぇ. 
8-982-61-10-993.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ ょかは しぉけさぇ てうてっお, 
い/こ しょっかぬくぇは, 20 さ./おゅ, ょけしすぇゃおぇ. 
8-922-29-76-004, 213-13-85.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ すさっぉせのすしは しすけかはさに, せこぇ-
おけゃとうおう. ╁けいきけあくけ けぉせつっくうっ. 
4-61-75, 8-922-10-67-400.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうおう. 8-912-28-86-585.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶かけすくうおう-ぉっすけくとうおう. 8-912-
28-86-585.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ くぇ こさけういゃけょしすゃけ しすっ-
おかけこかぇしすうおぇ. ╁けいきけあくけ けぉせつっくうっ. 
8-912-28-86-585.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの すさっぉせっすしは うくあっ-
くっさ-ねかっおすさけくとうお. ╃けゅけゃけさ こけょ-
さはょぇ (さぇいけゃにっ さっきけくすくにっ さぇぉけすに). 
8-902-87-23-221.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すけかはさ-きぇかはさ. 8-922-12-88-001.
[╄╉╊┿╋┿

• ╅っくとうくに ゃ けたさぇくせ し ょうこかけ-
きけき う おゃぇかうそうおぇちうっえ. 266-29-97, 
266-29-48.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っおぇさぬ, しすけかけゃぇは ′]〈ぁ『 (こっく-
しうけくっさ). 8-912-24-58-676.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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, ゅ. ╀っさっいけゃ-
しおうえ. (343) 372-21-16, 379-05-99.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇ こさけういゃけょしすゃけ すさっぉせっすしは おけく-
すさけかっさ ¨〈╉, っしすぬ くけつくにっ しきっくに. 
¨ぉせつっくうっ くぇ きっしすっ. 4-77-66.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ, い/こ 13 す.さ., こけかくにえ 
さぇぉけつうえ ょっくぬ. 4-88-11.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゅっくす こけ さっおかぇきっ. 4-40-56.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁いぇうきけゃにゅけょくけっ こぇさすくっさしすゃけ. 
‶さうゅかぇてぇっき ゃけょうすっかっえ し か/ぇ ぉうい-
くっし-おかぇししぇ. 8-901-20-12-415, 378-
24-15, 8-922-61-39-854.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すけさけあ (あっく., こっくしうけくっさ). 
8-912-22-62-772.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ けすょっか ぇせょうけ-ゃう-
ょっけ. 8-950-63-15-641.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけおさぇくけゃとうお う ゃけょうすっかう 
おぇす. «╄». 8-912-21-04-350.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ぇきっくとうおう, おさぇくけゃとうお くぇ 
ぉぇてっくくにえ おさぇく. 8-912-23-21-274.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ‶けきけとくうお しすけかはさぇ. 8-922-
15-12-760 (ぉせょくう), し 8-30 ょけ 16-30.

[╄╉╊┿╋┿

• 【うくけきけくすぇあくうおう, け/さ. 
8-904-98-15-455.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇゅぇいうくせ «‶ぇくょぇ» すさっぉせっすしは 
こさけょぇゃっち. 8-908-91-70-073.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ すさっぉせっすしは しかっしぇさぬ こけ 
すった. けぉしかせあうゃぇくうの 〈-170, い/こ 25 
す.さ. 8-912-23-55-597.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╂けさくうつくぇは, 2/2. 8-904-38-62-905.
[╄╉╊┿╋┿

• 》けい. さぇぉけすくうお, 5/2. 8-904-38-62-905.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇさきっく-けそうちうぇくす, 2/2. 8-904-
38-62-905.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは おかぇょけゃとうお (きせあつう-
くぇ). 8-953-04-26-441.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ (′╀‶). 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ (′╀‶). 8-953-60-15-175.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ゃぇさすうさに こけしせすけつくけ, こけ つぇ-
しぇき. 8-965-53-00-444.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. (すっかっそけく). ]けぉしすゃ. 
8-912-26-48-500.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうし. 8-912-24-59-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっ-
くうは ゃ 〈『 «╋けくっすおぇ». 〉か. ╉さ. ╂っ-
さけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしに ゃ ぇさっくょせ. 8-922-10-
49-103.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 2-, 3-おけきく. おゃ., ゃ くけゃけき ょけきっ. 
[せししおうっ. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5 
う 1-おけきく. おゃ., きおさく [ぇょせあくにえ. 
8-919-38-13-700.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ, 1/2, 
おうさこ., 46 き2. 8-922-14-40-116.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2. 
8-922-21-81-406.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ぉかぇゅけせしすさ., ょっさっゃ. 
ょけき, 2/2, S – 56 き2, こ. ╊けしうくにえ. 
8-950-19-95-933.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ, 5/5, 62/54/7,6. 『. 
2600 す.さ. うかう けぉきっく. [ぇししきけすさの 
ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 
13, おうさこ., 1/3, 55 き2, こかぇしすうお. けおくぇ, 
ち. 1850 す.さ. 〈けさゅ. 8-953-38-61-537.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ]ぇさぇこせかおぇ. 8-922-21-
81-406.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-おう, 20 き2, 14 き2, 
10 き2, こけょ しすさ-ゃけ あうか. ょけきぇ. ╂. 
╀っさっいけゃしおうえ, こ. ]けかくっつくにえ, 
さぇいさぇぉけすぇくに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったくうお, おぇつっしすゃっくくけ, くっ-
ょけさけゅけ. 8-906-80-37-910.

[╄╉╊┿╋┿

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

• [っきけくす おゃぇさすうさ, ょけきけゃ. 
8-922-29-42-258.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃ういぇえく こさけっおすぇ. [っきけくす 
おゃぇさすうさ. 8-909-02-47-350.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさけつくにえ さっきけくす こ/こさうちっこけゃ, 
しゃぇさけつくにっ さぇぉけすに. 8-953-04-00-409.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁にゃっしおう. 〈ぇぉかうつおう. ╀ぇくくっ-
さに. 8-922-29-63-741.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき ょゃっさう ぉぇくくにっ. 
8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

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. (34369) 4-24-
24, (343) 213-213-4, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉに ょかは ぉぇくう うい いうきくっゅけ 
かっしぇ. 8-912-61-41-800, 8-912-61-
41-859.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╉させゅかはお (しうすけ). 8-902-87-99-662.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-11-04-213.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-909-01-88-703.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.

[╄╉╊┿╋┿

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

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè
8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた, こけしせ-
ょけき. きぇてうく, ねか. ゃけょけくぇゅさっゃぇ-
すっかっえ. 8-922-21-58-427, 8-908-90-
34-644.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ». 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすこけきけとぬ くぇ ょけきせ. ╉させゅかけ-
しせすけつくけ. 8-902-26-15-454, 8-922-
12-94-906, 4-22-53.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすおかうくうおぇ «[ぇくぇさぇ» 
(╀╋╃╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. (343) 
290-92-54, 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╉さけかうおう, きはしけ おさけかうおぇ. 
╉けきぉうおけさき. 8-922-61-02-636.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ, きはしけ しゃうくうくに. 
8-912-21-33-613, 4-91-87.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ (2 きっし.). 8-906-80-43-168.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ. 8-904-16-43-681.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ 10-かっすうの ╃ぁ′┿] ╋] ゃに-
ゅけょくにえ けぉきっく! ′ぇ けぉきっく  こさう-
くうきぇのすしは かのぉにっ きっょうちうくしおうっ 
ぇここぇさぇすに ょかは ょけきぇてくっゅけ うしこけかぬ-
いけゃぇくうは, ゃ かのぉけき しけしすけはくうう う けす 
かのぉけゅけ しすけさけくくっゅけ こさけういゃけょう-
すっかは. ¨ぉさぇとぇすぬしは ゃ ╃ぁ′┿]-ちっく-
すさに: せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 17 (ゃ きせい. 
ておけかっ), せか. 』ぇこぇっゃぇ, 40 (こさけそう-
かぇおすけさうえ ╀╆]╉). 8-912-29-82-552, 
8-912-24-91-618.

[╄╉╊┿╋┿

╁ぇおぇくしうう′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう

]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

10 ìàðòà
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-3514

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî òåë. 8-800-3001-076 (ñ äîìàøíåãî)

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-
529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-
145.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ゅけかぬ. ╃けしすぇゃおぇ. ╁っしに. ╃けおせ-
きっくすに. 261-46-56.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 【うておう しけしくけゃにっ (いぇおさに-
すにっ). 20 さ./おゅ. 8-922-29-76-004, 
213-13-85.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊けき ょさぇゅけちっくくにた きっすぇか-
かけゃ. ╃けさけゅけ. 8-965-50-47-266.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

ÏÐÎÄÀÌ
• «¨╉┿», 2001 ゅ.ゃ. 8-904-98-24-
832.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╂┿╆っかぬ, 4 き, くっ しすぇさてっ 2005 ゅ.ゃ. 
8-912-24-52-664.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

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

╇とせ さぇぉけすせ
• ‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «╁», «]», «D», 
«E», しすぇあ 30 かっす, ぉっい ゃ/こ.  8-909-
01-39-501.

[╄╉╊┿╋┿

╋[《 こかのし

しっさ. わ [¨]] Ru. 3211. 04. ╁〉00. 〉0031. けす 06/09/2010

』╅〉【╊｠『╅╆《【ぉ
】』【╅〉《╇[╅ 

╇《╉《』ぁ╊【ぁ¨[《╇
╂ぇさぇくすうは 12 きっしはちっゃ

╇くゃぇかうょぇき う こっくしうけくっさぇき 

しおうょおぇ 5 %
213-28-11, 213-15-71

8-904-17-77-746 
8-904-17-77-748

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶さけょせおすに こうすぇくうは
ÊÓÏËÞ

• 〈けこうくぇきぉせさ. 8-922-13-44-469.
[╄╉╊┿╋┿
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ザ┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ 

"Ëèäåð ïëþñ"
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒

• ┏┅┊─┐┅┉
• ┊┎┍┄┈┒┅┐┎│

┎┏┄┃┍┐┑〞━┊┞┄┑┐┞ 
┍─┘┄┅┇┑┇┄

8-904-54-00-035

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÊÐÓÏÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

すったくうつっしおうえ ょうさっおすけさ 
すさっぉけゃぇくうは: けこにす さぇぉけすに ゃ しそっさっ せこさぇゃかっくうは 

おけききっさつっしおけえ くっょゃうあうきけしすぬの う すったくうつっしおけえ 

ねおしこかせぇすぇちうう いょぇくうえ う しけけさせあっくうえ くっ きっくっっ 5 かっす, 

ゃけいさぇしす 30-50 かっす, くぇかうつうっ かっゅおけゃけゅけ ぇゃすけきけぉうかは
いぇさぇぉけすくぇは こかぇすぇ こけ ょけゅけゃけさっくくけしすう

8-953-05-03-835
[╄╉╊┿╋┿

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

«Áåðìàø» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-5 さぇいさはょぇ
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-6 さぇいさはょぇ くぇ おけけさょうくぇすくけ-さぇしすけつ-
くけえ しすぇくけお 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさっえ-おぇさせしっかぬとうおけゃ 4-5 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさっえ 3-5 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 17 000 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 15 000 させぉ.
◊ しかっしぇさは-さっきけくすくうおぇ こけ さっきけくすせ すったくけかけゅうつっしおけゅけ 
けぉけさせょけゃぇくうは 4-6 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ ねかっおすさけきけくすっさぇ し ゅさせここけえ ょけこせしおぇ ょけ 1000 V 
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう

╀っい ゃさっょくにた こさうゃにつっお
‶けかくにえ しけちうぇかぬくにえ こぇおっす. 

╁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

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

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

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┏〞─┍┑┌┇┉┇ ━ ┉┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ (┅┄┌┘┇┌┚)

• ┎┍┋┍┘┌┇┉ ┎┄┉〞┏┞ (┋┒┅┖┇┌〞)

• ┒─┍┏┘┇┕┚

• ┉┊〞┃┍━┘┇┉┇

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╆ぇおせしけつくぇは 

"‒しあえすあせひ"
こ. 【うかけゃおぇ

äëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ

たそうあちあ-
さあつつけちあ

8-908-90-07-725

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
しこせすくうおけゃけえ ぇくすっくくに

ぉっい ぇぉけくっくすしおけえ こかぇすに

[╄╋¨′〈 うきこけさすくにた
すっかっゃういけさけゃ くぇ ょけきせ

8-906-80-49-158, 4-50-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
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

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは

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

]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

•ぴぎぜぎぞど  
•でぎどとん ¡¿íÑÜôÖí　      
•だゎづんぐがぎぞごぎ «ぎÇÜ£í» 
•ゎゑだげがご   •でとだゐぼ  •ぷごぱぎづ
•ぱんぞぎづん   •ゎごぢでだとんづどだぞ    
•とぎづんぜげごど   •ぢぎでだと ëñôÖÜú  
•ぢぎぞだぢずんでど
•どゑごぞゐずだと 
•でばびごぎ でぜぎでご
•だどでぎゑ, べぎゐぎぞぽ  
•ずごでど ÜîóÖ¡ÜçíÖÖ▲ú
•ぢごずだぜんどぎづごんず ½3 - 4900 ë.

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ:
• ├┊┄┉┑┏┍│〞┆┍┐━〞┏┘┇┉┇ 
• ┐┊┄┐〞┏┞ ヅズヂ 
• ┋〞┗┇┌┇┐┑ ┋┍┐┑┍━┍│┍ ┉┏〞┌〞

• ━┍┃┇┑┄┊┇ ┉〞┑┄│┍┏┇┈ «カ», «ヅ» 
• ┉┊〞┃┍━┘┇┉(┕〞) 
• ┋〞┊┞┏ ┌〞 ┋┄┑〞┊┊┍┉┍┌┐┑┏┒┉┕┇┇

8-922-60-79-417, 8-922-17-90-915 
8 (343) 344-04-26 [╄

╉╊
┿╋

┿

げんだ ぞíÜôÖÜ-äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜ½Ü äëñÑäëó　öó0
"どぎぢずだどぎびぞだずだゎごé" 

òðåáóþòñÿ:

• òîêàðü • ôðåçåðîâùèê 
• ñâåðëîâùèê • øâåÿ • ìàëÿð
• ñëåñàðü-ñáîðùèê • ïëîòíèê

• ýëåêòðîãàçîñâàðùèê

(343) 383-11-18, 383-44-89

[╄
╉╊

┿╋
┿

Òîðãîâàÿ êîìïàíèÿ 
îáúÿâëÿåò íàáîð ñîòðóäíèêîâ 

しすぇさてっ 30 かっす 
くぇ こけかくせの うかう つぇしすうつくせの いぇくはすけしすぬ 

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

╉╊
┿╋

┿

カ ┌┍━┚┈ ┍┓┇┐ ┎┏┇│┊〞┗〞┝┑┐┞ 
]╉〈╉╈╊╉》ぇ-‶〉〈『【[ぉ』╄〈』ぇ 

《》ょ]ぇ‒ 《》〉╈╄╊.
8-922-22-75-274

━ ┏〞─┍┖┇┄ ┃┌┇ ┐ 10 ┃┍ 16 [╄
╉╊

┿╋
┿
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[╄
╉╊

┿╋
┿

┤┦┶┲┼┮┲┯┤ 

äÜÑÇÜöÜç¡í çÜÑóöñ¿ñú
äëóÇ¿íüíñö 
Öí ÜßÜôñÖóñ

çÜÑóöñ¿ñú ¡íö. ゑ.
ゎごゐとんé 

でごでどぎぜん でとごがだと.
げíÖ　öó　 äëÜêÜÑ　ö 

äÜ íÑëñïÜ:
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ]すさけうすっかっえ, 18 «ぇ»
(てゃっえくぇは そぇぉさうおぇ «╀┿[]»)

 8 (343) 219-13-18
8-961-76-34-434

かうちっくいうは わ3367 [╄╉╊┿╋┿

╀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).

[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

{ öâåòû èñêóñòâåííûå
{ âåíêè, êîðçèíû

óë. Áðóñíèöûíà
(у входа на кладбище)

げí äëñÑçíëóöñ¿áÖ▲ú £í¡í£ Öí ó£Ññ¿ó　 
– ï¡óÑ¡í 10%. 
ぢñÖïóÜÖñëí½ äÜïöÜ　ÖÖí　 ï¡óÑ¡í 10%

8-965-51-89-507

[╄
╉╊

┿╋
┿

Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
Ü¿. だïÖÜçóÖï¡í　, 8, 
Üâóï 42, 43
öñ¿. (343) 216-25-62
âí¡ï. (343) 216-25-63
www.krovteh.ru
krovteh@intermail.ru

ぜñöí¿¿Üôñëñäóîí. ゎóß¡í　 ôñëñäóîí. ぢëÜâ¿óïö で 8, ぜぢ 20, で 44. でíúÑóÖÇ. どñä¿Üó£Ü¿　îó　. 
ゑÜÑÜïöÜôÖ▲ñ ïóïöñ½▲. とÜ¿äí¡ó, £ÜÖö▲. ぢíëíäñö▲, Üö¿óç▲, Üö¡Üï▲. だÇëí¢ÑñÖóñ ¡ëÜçñ¿áÖÜñ.

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó äèëåðîâ!
╉けかこぇおう くぇ いぇぉけさ. 7 ゃうょけゃ. 
『っくぇ: けす 600 さ./てす.

]くっゅけいぇょっさあぇすっかぬ すさせぉつぇすにえ, 3 き. 
〉しうかっくくぇは おけくしすさせおちうは. 『っくぇ: けす 1200 さ./てす. 

¨ゅさぇあょっくうっ おさけゃっかぬくけっ, 3 き. 
〉しうかっくくぇは おけくしすさせおちうは! 『っくぇ: けす 1800 さ./てす.

[╄╉╊┿╋┿

16 ズヱヂデヱ, カ ヅヂガヴド
• │. ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┇┈, ┐ 9 ┃┍ 12 ┖〞┐┍━ ┌〞 ┏┚┌┉┄
• ┎. ズ┍┌┄┑┌┚┈, ┐ 13 ┖〞┐┍━ ━ ┕┄┌┑┏┄
• ┎. ジ┍┐┇┌┚┈, ┐ 14 ┖〞┐┍━ ━ ┕┄┌┑┏┄

つそつてそけてつみ たちそおあきあ 
さとち-せかつとのかさ け さとち-すそしそおそさ 

(ë▲¢óñ ó ßñ¿▲ñ)

 ┖〞┐┍━ ┌〞 ┏┚┌┉┄

さとち-せかつとのかさ け さとち-すそしそおそさ

[╄╉╊┿╋┿[╄╉╊┿╋┿

〈¨╊を╉¨ ¨╃╇′ ╃╄′を!
17 きぇさすぇ し 10.00, ╃ゃけさっち きけかけょっあう, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 7

′けゃっえてぇは おけきこぬのすっさくぇは ょうぇゅくけしすうおぇ 
しけしすけはくうは いょけさけゃぬは ゃしっゅけ けさゅぇくういきぇ いぇ 1 つぇし. 

『っくぇ ょかは さぇぉけすぇのとうた – 2000 させぉ., 
ょかは ょっすっえ う こっくしうけくっさけゃ – 1500 させぉ.

┫╄]╉〈ょ╉』 《〉『╉ぃ╉〈′╉ 《》╄‶』′を╉『‶′ ╆『╉‒ 『《╉｠′╄[′『』〉╆ ┨′╄╇〈〉『』′を╉『‶〉╇〉 ｠╉〈』》╄.
┰╉』〉╈ 〉╅『[╉╈〉╆╄〈′ょ ╅╉╋〉《╄『╉〈, 【╈〉╅╉〈, ╅╉╋╅〉[╉╋〈╉〈〈ぇ¨ ╈[ょ [ゅ╅〉╇〉 ╆〉╋》╄『』╄.

* ′ぇ きけくうすけさっ おけきこぬのすっさぇ きけあくけ せゃうょっすぬ けさゅぇくに, すおぇくう う おかっすおう つっ-
かけゃっおぇ, ぇ ゅかぇゃくけっ – ゃにはゃうすぬ うくょうゃうょせぇかぬくせの こさっょさぇしこけかけあっくくけしすぬ こぇ-
ちうっくすぇ お しぇきにき 
しっさぬっいくにき いぇぉけかっゃぇくうはき.

* 〉しすぇくけゃかっくうっ すけつくけゅけ ょうぇゅくけいぇ, すけつくぇは けちっくおぇ そせくおちうう ねくょけおさうく-
くにた あっかっい: とうすけゃうょくけえ あっかっいに, くぇょこけつっつくうおけゃ, ゅうこけそういぇ, こけょあっかせょけつ-
くけえ あっかっいに う ょさ.

* ╁にはゃかっくうっ きうおさけぉけゃ う ゅかうしすくにた うくゃぇいうえ (たかぇきうょうう, しすぇそうかけおけおおう, 
きうおけこかぇいきに, すさうたけきけくぇょに, かはきぉかうう, ぇしおぇさうょに う ょさ.).

* ╁にはゃかっくうっ ぇかかっさゅっくけゃ.
* ‶さけゃっょっくうっ うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ おけきこぬのすっさくけゅけ こけょぉけさぇ う くぇいくぇつっくうっ 

くけゃっえてうた ゃにしけおけねそそっおすうゃくにた そうすけこさっこぇさぇすけゃ くけゃけゅけ こけおけかっくうは, さっおけきっく-
ょけゃぇくくにた ╋うくいょさぇゃけき.

╁っょっくうっ こぇちうっくすぇ ょけ ゃにいょけさけゃかっくうは
╆ぇこうしぬ こけ すっかっそけくせ: 8-963-03-38-123

[╄
╉╊

┿╋
┿

╊╄』╄′╇╄:
• ごïäÜÇí  • づÜ¢ó

• でÇ¿í£í  • ゎë▲¢ó
• でÜöë　ïñÖó　 

ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ½Ü£Çí ó Ñë.

Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 301
(ÖíäëÜöóç ë▲Ö¡í).

づñ¢ó½ ëíßÜö▲: çö., ôö., ïÜß. 
ï 13:00 ÑÜ 17:00

8-950-20-98-866

┺╉〈』》 
┱╉』》╄╈′｠′〉〈〈ぇ‒ 
┰╉』〉╈〉╆ ┯╉を╉〈′ょ

]くはすうっ すはゅう お ぇかおけゅけかの
きっすけょけき おけょうさけゃぇくうは

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん{ ぁおしおかのいうゃくにっ 

おけゃぇくにっ ういょっかうは:
* ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ
* ちゃっすに

{ ╊っしすくうちに, こっさうかぇ 
{ ╆ぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 
うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす さっおかぇきけ-
ょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

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

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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66044 〈うさぇあ 3820. ̈ ぉなっき 4 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿ - 4-90-34.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33. 

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

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

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


