
‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 13 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ, しくっゅ, 

ょくひき -3-5, くけつぬの -6-8
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 2 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 737 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 14 きぇさすぇ
‶ぇしきせさくけ, しくっゅ, 

ょくひき -3-6, くけつぬの -7-8
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 735 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 15 きぇさすぇ
╋ぇかけけぉかぇつくけ,

ょくひき -5-9, くけつぬの -11-15
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 746 きき さす.しす.
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18.03.2011 し 10.30 ゃ おぇぉ. 212  
ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ぉせょっす ゃっしすう 
こさうひき ゅさぇあょぇく いぇきっしすうすっかぬ 
きうくうしすさぇ けぉとっゅけ う 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 ╇しかぇきゅぇかうっゃ 
《っかうおし ╂ぇかうぇしおぇさけゃうつ. ╆ぇこう-
しぇすぬしは くぇ こさうひき きけあくけ こけ すっかっ-
そけくぇき 4-30-18 う 4-32-31.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

┿くぇしすぇしうは ╂┿╊╇╋¨╁┿, しこっちうぇかうしす-ねおしこっさす 〈¨ 〉こさぇゃかっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき

¨‶[╄╃╄╊╄′╇╄ け ゃけいぉせあょっくうう ょっかぇ 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 
う こさけゃっょっくうう 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 ゃ けすくけてっくうう ╀っさひいけゃ-

しおけえ 『╂╀ ぉにかけ ゃにくっしっくけ しぇくうすぇさくにきう ゃさぇつぇきう ゃ おけくちっ そっゃさぇかは. 』すけ くぇ しっえ 
さぇい しかせつうかけしぬ ゃ ぉけかぬくうちっ? 

╅うすっかう けぉさぇすうかうしぬ ゃ 〈¨ 〉こさぇゃかっくうは 
[けしこけすさっぉくぇょいけさぇ し あぇかけぉぇきう くぇ くっせょけゃ-
かっすゃけさうすっかぬくけっ しぇくうすぇさくけ-すったくうつっしおけっ 
しけしすけはくうっ ょっすしおけゅけ うくそっおちうけくくけゅけ けす-
ょっかっくうは う ょっすしおけえ こけかうおかうくうおう ゃ ′╀‶. 
╁ たけょっ  さぇししかっょけゃぇくうは そぇおすに, せおぇいぇくくにっ 
ゅけさけあぇくぇきう, こけょすゃっさょうかうしぬ, ぉにかう ゃにはゃ-
かっくに きくけゅけつうしかっくくにっ ゅさせぉにっ くぇさせてっくうは 
すさっぉけゃぇくうえ しぇくうすぇさくけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬ-
しすゃぇ こけ ねおしこかせぇすぇちうう いょぇくうえ, こけきっとっ-

くうえ, けぉけさせょけゃぇくうは う うくゃっくすぇさは. 〈ぇお, ゃ 
こけかうおかうくうおっ, つすけ くぇたけょうすしは ゃ ′けゃけぉっさひ-
いけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ,  しすっくに, こけか ゃ おぇぉう-
くっすぇた, おけさうょけさっ う さぇいょっゃぇかおっ こけさぇあっくに 
こかっしくっゃっかにき ゅさうぉおけき, いょっしぬ すさっぉせっすしは 
おぇこうすぇかぬくにえ さっきけくす, いぇきっくぇ しぇくすったくうつっ-
しおけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは.  

╁ ょっすしおけき うくそっおちうけくくけき けすょっかっくうう  ゃ 
おけさうょけさっ, こぇかぇすぇた, ぉせそっすくにた けぉけょさぇくぇ 
おさぇしおぇ くぇ こけかせ, くぇさせてっくぇ ちっかけしすくけしすぬ  

かうくけかっせきぇ, おさぇしおぇ しけ しすっく, けおけく, ょゃっさっえ 
けぉかせこうかぇしぬ, つぇしすぬ きっぉっかう しかけきぇくぇ, せ すせき-
ぉけつっお けすゃぇかうゃぇのすしは ょゃっさちに, ゃ くっおけすけさにた 
きっしすぇた くぇ こけすけかおっ こさけすっつおう, こさぇおすうつっしおう 
ゃしは しぇくすったくうおぇ こけょすっおぇっす, うい-いぇ つっゅけ ゃけょけ-
こさけゃけょくにっ う おぇくぇかういぇちうけくくにっ すさせぉに こさけ-
さあぇゃっかう, くぇこけかぬくけっ こけおさにすうっ こけょ さぇおけゃう-
くぇきう こさけゅくうかけ.

′ぇ けしくけゃぇくうう ゃにはゃかっくくけゅけ ぉにかう しけ-
しすぇゃかっくに こさけすけおけかに 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 う こさけすけおけかに け ゃさっ-
きっくくけき 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 
ょぇくくにた けぉなっおすけゃ, こけしおけかぬおせ すぇおうっ さぇい-
させてっくうは せゅさけあぇのす あういくう う いょけさけゃぬの きっ-

ょうちうくしおけゅけ こっさしけくぇかぇ う こぇちうっくすけゃ, きけゅせす 
こさうゃっしすう お ゃくせすさうぉけかぬくうつくにき うくそっおちう-
はき: ゃけいきけあくけしすう こさけゃっしすう おぇつっしすゃっくくせの  
ょっいうくそっおちうけくくせの けぉさぇぉけすおせ こけきっとっくうえ, 
けぉけさせょけゃぇくうは くっす. 

╃けおせきっくすに こけ こさけゃっさおっ ぉにかう くぇこさぇゃ-
かっくに ゃ ╀っさひいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ しせょ. 24 う 
25 そっゃさぇかは 2011 ゅ. しけしすけはかけしぬ さぇししきけすさっ-
くうっ ょっかぇ ゃ けすくけてっくうう ╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは 
『╂╀». ′ぇ けしくけゃぇくうう ゃにくっしっくくにた こけしすぇ-
くけゃかっくうえ ょっはすっかぬくけしすぬ ょっすしおけえ こけかうおかう-
くうおう ゃ ′╀‶ こさうけしすぇくけゃかっくぇ しさけおけき くぇ 90 
しせすけお, ぇ ょっすしおけゅけ うくそっおちうけくくけゅけ 
けすょっかっくうは – くぇ 60 しせすけお. 
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╉けきうすっす ねおけくけきうおう, 
こけすさっぉうすっかぬしおけゅけ さにくおぇ う 

ちっくけゃけゅけ おけくすさけかは ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 

しけけぉとぇっす, つすけ ゃ さぇきおぇた こさけゃっょっくうは 
╃くは いぇとうすに こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ, 

15 きぇさすぇ ゃ くぇてっき ゅけさけょっ 
こさけゃけょうすしは ゅけさはつぇは かうくうは 
こけ ゃけこさけしぇき いぇとうすに こさぇゃ 
こけすさっぉうすっかっえ. ′ぇ ゃけこさけしに 

ぉっさっいけゃつぇく けすゃっすはす しこっちうぇかうしすに 
う のさうしすに ぇょきうくうしすさぇちうう. 

¨ぉさぇとぇえすっしぬ こけ すっかっそけくぇき 
4-33-53, 4-33-05
 し 10 ょけ 17 つぇしけゃ.  ]
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Дорогие березовчане!
Березовское отделение 

Сбербанка России радо сообщить Вам

Вы убедитесь в современности, комфорте обслуживания, 
быстроте и качестве сервиса.
• Здесь представлен полный комплекс услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. 
• Уютные  клиентские залы, система «электронная очередь». 
• Для Вас - круглосуточная зона самообслуживания (платежный терминал, банкомат). 

Весна-пора обновлений…
Мы меняемся для Вас. Мы любим свой город!

Наш  адрес нового  офиса : 

г. Березовский, ул. Строителей, 4 (Бизнес-центр)

С 14 марта  начнется обслуживание  юридических лиц.

С 15 марта - оказание  полного комплекса услуг физическим лицам.
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿                                                                                                                 ¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
╃ゃぇ こけょさぇいょっかっくうは ょっすしおけえ 

ぉけかぬくうちに いぇおさにすに, くけ あういくぬ こさけ-
ょけかあぇっすしは, きぇかっくぬおうた こぇちうっくすけゃ 
くぇょけ ゅょっ-すけ かっつうすぬ. ╉ぇお しけけぉとうかぇ 
くぇき いぇゃっょせのとぇは ょっすしおけえ こけかうおかう-
くうおけえ ¨かぬゅぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ ]けおけ-
かけゃぇ, きくけゅけしすさぇょぇかぬくにえ そうかうぇか 
さぇいきっしすうかう すぇき あっ, くぇ ]きうさくけゃぇ, 
3, くぇ こかけとぇょはた ゃいさけしかけえ こけかうおかう-
くうおう. ╆くぇつうす, お しつぇしすぬの, きぇかにてっえ 
くっ こさうょひすしは ゃけいうすぬ くぇ こさうひき ゃ ]け-
ゃっすしおうえ きうおさけさぇえけく ゃ けぉとっしすゃっく-
くけき すさぇくしこけさすっ. ╇くそっおちうけくくけっ 
けすょっかっくうっ こっさっったぇかけ くぇ きっしすけ 
ょくっゃくけゅけ しすぇちうけくぇさぇ, ぇ こけしかっょくっっ 
こっさっきっしすうかけしぬ くぇ ╂ぇゅぇさうくぇ, 1. 

╉ぇいぇかけしぬ ぉに, くぇ ゃさっきは しうすせぇちうの 
さぇいさせかうかう. ′け ゃさっきは かっすうす きぇたけき, 
くっ せしこっっき けゅかはくせすぬしは, おぇお こさけえょせす 
う ょゃぇ, う すさう きっしはちぇ, こさっょけしすぇゃ-
かっくくにっ しせょけき. ¨ぉけうき けぉなっおすぇき 
くせあっく さっきけくす, こさうつひき しさけつくにえ, 
けしくけゃぇすっかぬくにえ. ]せょっぉくにっ こさうしすぇ-
ゃに, ゃさせつぇは ¨. ]けおけかけゃけえ 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 
こけょさぇいょっかっくうえ, しさぇいせ あっ こけうく-
すっさっしけゃぇかうしぬ: しけぉうさぇっすっしぬ かう ゃに 
こさうゃけょうすぬ ゃ こけさはょけお いょぇくうは? ╄しかう 
くぇ ]きうさくけゃぇ, 3, しぇきけっ しかけあくけっ – 
おぇくぇかういぇちうは, すけ いょぇくうっ しすぇちうけくぇ-
さぇ こけすさっぉせっす ぉけかぬてうた ゃかけあっくうえ 
う せしうかうえ, こけしおけかぬおせ くっけぉたけょうきぇ 
いぇきっくぇ う しぇくすったくうおう, う ねかっおすさう-
おう, う ゃけょけこさけゃけょぇ. ‶け-たけさけてっきせ 
さっしすぇゃさぇちうは ょゃせた けすょっかっくうえ しすぇ-
ちうけくぇさぇ すはくっす くぇ 16 きうかかうけくけゃ 
させぉかっえ, くけ けすおせょぇ うた ゃいはすぬ ぉけかぬ-
くうちっ? ╃ぇ う ゃさっきは こけょあうきぇっす: 
こけおぇ しけしすぇゃはす しきっすせ, けさゅぇくういせのす 
おけくおせさし くぇ こさけゃっょっくうっ さぇぉけす, ねすう 
60 ょくっえ こさけきつぇすしは きうゅけき. ¨ょくぇおけ 
こっょうぇすさに  くっ すっさはのす けこすうきういきぇ: 
けすさっきけくすうさけゃぇかう あっ しすさけうすっかう 
ゅかぇゃくけっ いょぇくうっ ょっすしおけえ こけかうおかう-
くうおう いぇ すさう きっしはちぇ, さぇぉけすぇは おさせ-
ゅかけしせすけつくけ. ┿ ゃょさせゅ けこはすぬ こけゃっ-
いひす, う けくう さっぇくうきうさせのす しすぇちうけくぇさ 
ゃ ょゃぇ しつひすぇ? 

╀けかっっ しょっさあぇく ゃ しゃけうた こさけゅくけ-
いぇた ゅかぇゃくにえ ゃさぇつ 『╂╀ ′. 』っすゃっさう-
おけゃ. ╉ぇお しけけぉとうか けく ╀[, そうかうぇかけき 
ょっすしおけえ こけかうおかうくうおう  ゃ ′╀‶ ぉけかぬ-
くうちぇ いぇえきひすしは しぇきぇ, こさぇゃょぇ, しうか 
たゃぇすうす すけかぬおけ くぇ おけしきっすうつっしおうえ 
さっきけくす おぇぉうくっすけゃ. ┿ ゃけす おぇくぇかういぇ-
ちうの, こさけつうっ うくあっくっさくにっ しっすう, こけ 
きくっくうの ′うおけかぇは ╂っさきぇゅっくけゃうつぇ, 
ょけかあくぇ いぇきっくうすぬ せこさぇゃかはのとぇは 
おけきこぇくうは, こけしおけかぬおせ こけかうおかうくうおぇ 
くぇたけょうすしは ゃ あうかけき ょけきっ, う しすけはおう, 
こさけつうっ おけききせくうおぇちうう くぇたけょはすしは 
こけょ っひ こぇすさけくぇあっき. 』すけ おぇしぇっすしは 
うくそっおちうけくくけゅけ けすょっかっくうは, すけ くぇ 
ゃけししすぇくけゃかっくうっ いょぇくうは しすぇちうけくぇ-
さぇ くぇ ゃしひ こさけ ゃしひ っしすぬ 3 きうかかうけくぇ 
600 すにしはつ させぉかっえ: ねすう しさっょしすゃぇ 
ょけかあくに こけしすせこうすぬ うい そっょっさぇかぬ-
くけゅけ う けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすけゃ こけ 
こさけゅさぇききっ «╋けょっさくういぇちうは いょさぇ-
ゃけけたさぇくっくうは». 

– ′け ょっくっゅ ねすうた こけおぇ くうおすけ くっ 
ゃうょっか, – ょっかうすしは させおけゃけょうすっかぬ. – 

╇ かうてぬ こけしかっ すけゅけ, おぇお けくう こけしすせ-
こはす ゃ きっしすくせの おぇいくせ, きに しきけあっき 
くぇつぇすぬ さぇぉけすに こけ しけしすぇゃかっくうの 
しきっすに, こさけゃっょっくうの おけくおせさしぇ. 
╁さはょ かう ねすぇ きぇてうくぇ さぇしおさせすうすしは 
いぇ 60 ょくっえ, けぉけいくぇつっくくにた しせょけき… 

‶っつぇかぬくけ, けょくぇおけ ょぇあっ けあう-
ょぇっきにた しさっょしすゃ たゃぇすうす すけかぬおけ 
くぇ さっきけくす くっしおけかぬおうた こぇかぇす う 
こさけちっょせさくけゅけ おぇぉうくっすぇ. ╃っすしおけっ 
うくそっおちうけくくけっ けすょっかっくうっ – たさけ-
くうつっしおう «ぉけかぬくけえ いせぉ», くっ ょぇの-
とうえ こけおけは ゃしっえ ぉけかぬくうちっ くぇ こさけ-
すはあっくうう きくけゅうた かっす. ╁ くっゅかぇしくけき 
しこうしおっ くぇ おぇこうすぇかぬくにえ さっきけくす 
けくけ しすけうす こっさゃけえ しすさけつおけえ. ′け 
しぇきぇ 『╂╀ くっ こけすはくっす しぇきけしすけ-
はすっかぬくけ ねすせ くけてせ, っしかう ゅけさけょせ 
くせあくけ うくそっおちうけくくけっ けすょっかっくうっ 
(ぇ ゃ けぉさぇすくけき, くぇょっっきしは, くうおすけ くっ 
しけきくっゃぇっすしは), すけ けく ょけかあっく ぉせょっす 
こけきけつぬ ょっすはき, おけすけさにた きっょうおう 
ゃにくせあょっくに かっつうすぬ ゃ しけしすけはくうう 
ぇくすうしぇくうすぇさうう. 

┱┩┶ ┨┩┱┩┧ – 
┱┩┶ ┵┦┩┶┤

〉かうちぇ ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ あう-
ゃひす ゃ こけすひきおぇた: せあっ ょぇゃくけ くっ 
ゅけさはす くぇ くっえ そけくぇさう. ╁っつっさけき 
くっこさうはすくけ, ょぇ う くっぉっいけこぇしくけ 
ょけぉうさぇすぬしは ょけ ょけきぇ. ‶けつっきせ くっす 
しゃっすぇ: こっさっゅけさっかう ゃしっ かぇきこに? 

〈ぇすぬはくぇ ┿くょさっっゃくぇ, 
あうすっかぬくうちぇ ょけきぇ わ5 

くぇ せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ
╉ぇお けおぇいぇかけしぬ, しゃっすぇ くっす 

すぇおあっ くぇ せかうちぇた ╉けさけかひゃぇ う 
]きうさくけゃぇ. ┿ ょっかけ ゃ すけき, つすけ 
ゅけさけょ いぇょけかあぇか ねくっさゅっすうおぇき 
2,3 きうかかうけくぇ させぉかっえ. ‶けすけきせ 
«╆ぇこぇょくにっ しっすう» う けすおかのつうかう 
けしゃっとっくうっ ゃ ′╀‶. ]こっちうぇかうしすに 
せこさぇゃかっくうは ╅╉》 さぇししつうすにゃぇ-
のす, つすけ ぉのょあっす ╀╂¨ いぇ こっさゃにえ 
おゃぇさすぇか ぉせょっす こっさっゃにこけかくっく, う 
すけゅょぇ こけはゃはすしは ょっくぬゅう くぇ こけゅぇ-
てっくうっ ょけかゅぇ. 

╁｠ ]‶[┿【╇╁┿╊╇

]‶¨[〈

┱┤ ┯┿┪┤┹ ┬┫ ┩┦┴┲┳┿ ┦ ┤┫┬╂
╂っさきぇく ]┿╀╇[¨╁, くっけょくけおさぇすくにえ こけぉっょうすっかぬ かにあくにた ゅけくけお 

╁ ‶╄[╁¨╄ ゃけしおさっしっくぬっ きぇさすぇ こけ すさぇょうちうう しけしすけはかしは 
XXVIII かにあくにえ きぇさぇそけく «╄ゃさけこぇ-┿いうは».

ぁすけ っょうくしすゃっくくにえ ゃ きうさっ きぇ-
さぇそけく しゃけぉけょくにき しすうかっき, ゃ 
おけすけさけき せつぇしすくうおう しすぇさすせのす ゃ 
けょくけえ, ぇ そうくうてうさせのす ゃ ょさせゅけえ 
つぇしすう しゃっすぇ. ′ぇ ょうしすぇくちうの 53 
おうかけきっすさぇ しすぇさす ょぇゃぇかしは けす けぉっ-
かうしおぇ «╄ゃさけこぇ-┿いうは» こけ しすぇさけきせ 
╋けしおけゃしおけきせ すさぇおすせ ゃ けおさっしすくけ-
しすはた ‶っさゃけせさぇかぬしおぇ. ┿ くぇ ょうし-
すぇくちうの 35 おうかけきっすさけゃ – けす すせさ-
ぉぇいに «》させしすぇかぬくぇは». 〉つぇしすくうおけゃ 
くぇ けぉっうた ょうしすぇくちうはた ゅけょ けす ゅけょぇ 
しすぇくけゃうすしは ゃしひ ぉけかぬてっ, ぇ くにくつっ 
うた ぉにかけ けおけかけ すにしはつう. 

′ぇおぇくせくっ きぇさぇそけくぇ いぇ こけか-
しせすけお ょけ しすぇさすぇ こけてひか しくっゅ う 
せしうかうかしは ゃっすっさ. ╃かは かにあくうおけゃ 
さっいおけっ ういきっくっくうっ こけゅけょに – ねすけ 
うしこにすぇくうっ くぇ ゅけすけゃくけしすぬ お ゅけくおっ. 
ぅ, おぇお きぇさぇそけくっち しけ しすぇあっき, けちっ-
くうか しうすせぇちうの う いぇさぇくっっ こけょゅけすけ-
ゃうかしは お しけさっゃくけゃぇくうはき: けょっかしは 
すっこかっっ, ゃいはか し しけぉけえ ぇくすうしすぇすうお, 
こぇさぇそうく, ょゃぇ ぉせすにかぬおぇ し ねおし-
すさぇおすぇきう はゅけょくけゅけ しけおぇ う しけかっえ, 
こさうったぇか くぇ さっゅうしすさぇちうの いぇ つぇし 
ょけ けすなっいょぇ, け ゅけくおっ しすぇさぇかしは くっ 
ょせきぇすぬ. ‶けこにすぇかしは くぇしすさけうすぬしは: 
くっ しかけきぇすぬしは, くうおけきせ くっ きってぇすぬ, 
くっ しせっすうすぬしは う くっ しこってうすぬ. 

′ぇ こはすけき おうかけきっすさっ, こさう けぉたけ-
ょっ きけかけょけゅけ せつぇしすくうおぇ, きっくは いぇ-
ちっこうかう いぇ かにあせ, さぇいゃっさくせかう くぇ 
180 ゅさぇょせしけゃ う こけかけあうかう くぇ しくっゅ. 
‶けすっさはか は しっおせくょ 30, くけ くっ こけすっ-
さはか しぇきけけぉかぇょぇくうは, くっ こけきつぇかしは 
けこさけきっすぬの, ぇ けおけかけ おうかけきっすさぇ 
てひか けつっくぬ しこけおけえくけ, ゃけししすぇくけ-
ゃうか ょにたぇくうっ. ′ぇ ょっしはすけき おうかけきっ-
すさっ ょけしすぇか けょうく ぉせすにかひお, ゃにこうか 

つせょけ-おけくちっくすさぇすぇ う こけてひか っとひ 
しこけおけえくっっ, けとせすうか ゃ しっぉっ くけゃにえ 
こさうかうゃ しうか. ╉ぇさぇゃぇく くぇ すけす きけ-
きっくす さぇいゃぇかうかしは, ぉけかぬてうた ゅさせここ 
くっ ぉにかけ, は くぇつぇか けぉたけょうすぬ こけ 
けょくけきせ せつぇしすくうおせ. ′け くぇしすけはとぇは 
ゅけくおぇ くぇつぇかぇしぬ こけしかっ 15 おうかけきっ-
すさぇ. ¨しくけゃくぇは ぉけさぬぉぇ くっ し しけこっさ-
くうおぇきう, ぇ し きぇすせておけえ-こさうさけょけえ, 
こさっょしすけはかぇ くぇ ゃけょけひきっ こさけすは-
あひくくけしすぬの ゃ ょっゃはすぬ ゃひさしす. ]くっあ-
くぇは こっかっくぇ, しおゃけいはとうえ ゃっすさうとっ, 
いぇきっすぇのとうえ かにあくの, ぉにかう こけ-
たけあう くぇ ぇょ. ‶さうとせさうゃ けす ゃぬのゅう 
ゅかぇいぇ, は しかぇぉけ ゃうょっか ちっこぬ さぇしすは-
くせゃてうたしは ゅけくとうおけゃ: くっおけすけさにっ 
うい くうた けしすぇくぇゃかうゃぇかうしぬ, ょさせゅうっ 
こっさったけょうかう くぇ こさけゅせかけつくにえ てぇゅ. 
╀かぇゅけょぇさは «せゅかっゃけょくけえ ょうっすっ», 
おけすけさけえ は こさうょっさあうゃぇかしは ょけ 
きぇさぇそけくぇ, ぇ すぇおあっ っあっょくっゃくにき 
すさっくうさけゃおぇき う ぇおすうゃくけきせ けすょにたせ 
ょけ しすぇさすけゃ, は ぉっあぇか こけ ゃけょけひきせ 
くっ しくうあぇは すっきこぇ, けぉけてひか こけさはょおぇ 
30-35 つっかけゃっお う こさうてひか こっさゃにき ゃ 
ゃけいさぇしすくけえ ゅさせここっ 65-69 かっす. 《う-
くうてうさけゃぇかう ゃしっ せつぇしすくうおう せあっ ゃ 
┿いうう – くぇ こかけとぇょう ]せぉぉけすくうおけゃ ゃ 
╄おぇすっさうくぉせさゅっ こけょ きせいにおぇかぬくけっ 
しけこさけゃけあょっくうっ ぇさすうしすけゃ くぇ うき-
こさけゃういうさけゃぇくくけえ しちっくっ. 

╁ かにあくけき きぇさぇそけくっ «╄ゃさけこぇ-
┿いうは» は せつぇしすゃせの し 1984 ゅけょぇ う 
すぇおけえ こけょぇさけお こさうさけょぇ くぇき こさっ-
こけょくっしかぇ ゃこっさゃにっ. ¨しすさにっ さっいう 
ゃ ゅかぇいぇた けす ゃっすさぇ くっ こさけたけょうかう ゃ 
すっつっくうっ ょゃせた こけしかっょせのとうた ょくっえ. 
′け ぇょさっくぇかうく, ゃこっつぇすかっくうは, 
ゃしすさっつぇ し すけゃぇさうとぇきう う くっぉけかぬ-
てけえ ょっくっあくにえ こさうい しすけうかう しゃっつ!

╉¨╋╋〉′┿╊╉┿

〈╄‶╊¨, ╁¨╃┿ ╇… ╊╇『╄╈
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

′┿ こさけてかけえ くっょっかっ ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ 
せしすさぇくはかう おけききせくぇかぬくにっ くっこけかぇょおう, おけすけさにっ くっゅぇすうゃくけ 

ゃかうはのす くぇ すっこかけしくぇぉあっくうっ ぉけかっっ ょっしはすう ょけきけゃ. ′ぇ しっゅけょくはて-
くうえ ょっくぬ さっきけくすくにっ さぇぉけすに せあっ こさけゃっょっくに, くけ ゃけこさけし, さってっ-
くぇ かう こさけぉかっきぇ こけかくけしすぬの, こけおぇ けしすぇひすしは けすおさにすにき.

′ぇ こさけてかけえ くっょっかっ さぇぉけすくうおぇきう 
¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» ぉにかぇ けすさっ-
きけくすうさけゃぇくぇ おぇくぇかういぇちうは ゃ いょぇ-
くうう かうちっは わ3 こけ ょけゅけゃけさせ し ねすうき 
せつさっあょっくうっき, ゃ さっいせかぬすぇすっ つっゅけ 
せしすさぇくうかう せすっつおせ, おけすけさぇは, ゃけいきけあ-
くけ, ゃかうはかぇ くぇ いぇすけこかっくうっ すっこかけゃにた 
おぇきっさ ̈ ¨¨ «╀〈]». ‶さっおさぇすうかけしぬ かう 
すっこっさぬ こけしすせこかっくうっ ゃけょに ゃ おぇきっさに, 
しすぇくっす ういゃっしすくけ しけ ゃさっきっくっき.

┿ くぇつぇかけしぬ ゃしひ けしっくぬの (ゃ けお-
すはぉさっ-くけはぉさっ) こさけてかけゅけ ゅけょぇ, 
おけゅょぇ しけすさせょくうおぇきう ¨¨¨ «╅╉》-
》けかょうくゅ» ぉにかけ けぉくぇさせあっくけ こけょ-
すけこかっくうっ くっしおけかぬおうた ょけきけゃ くぇ 
せかうちぇた ╋ぇおしうきぇ ╂けさぬおけゅけ う 〈けか-
ぉせたうくぇ. ╁ けぉしかせあうゃぇのとっえ けさゅぇ-
くういぇちうう ゃしこけかけてうかうしぬ, ゃっょぬ きけ-
おさにえ こけょゃぇか けいくぇつぇっす くぇさせてっくうっ 
しぇくうすぇさくにた くけさき, しすぇかう うしおぇすぬ 
こさうつうくせ. [ぇぉけすくうおぇきう ╁けょけおぇくぇ-
かぇ ぉにかう けすおかのつっくに ゃけょけこさけゃけ-
ょくにっ きぇゅうしすさぇかう, うい-いぇ おけすけさにた 
きけゅかう ぉに こけょすぇこかうゃぇすぬしは ょけきぇ, 
くけ ゃけょに きっくぬてっ くっ しすぇかけ.

〈ぇおあっ ぉにかけ けぉくぇさせあっくけ いぇ-
すけこかっくうっ すっこかけゃにた おぇきっさ ╀っさひ-
いけゃしおうた すっこかけゃにた しっすっえ. ╋けあっす 
ぉにすぬ, うきっくくけ けすしのょぇ ゃけょぇ こさけ-
しぇつうゃぇっすしは ゃ こけょゃぇかぬくにっ こけきっ-
とっくうは? ╉さけきっ すけゅけ, つぇしすぬ すっこかぇ 
せたけょうす «ゃ ゃけょせ», くっ ょけしすうゅぇは ぉぇ-
すぇさっえ ゃ おゃぇさすうさぇた…

– 〉すっつおぇ けおぇいにゃぇかぇ こさはきけっ 
ゃかうはくうっ くぇ すっこかけしくぇぉあっくうっ ょゃっ-
くぇょちぇすう ょけきけゃ くぇ せかうちぇた ╋ぇお-
しうきぇ ╂けさぬおけゅけ (わ2, 4, 4ぇ, 4ぉ, 6, 
6ぇ, 8, 8ぇ, 10ぇ) う 〈けかぉせたうくぇ (わ3ぇ, 

5ぇ, 7ぇ). ‶さう っひ せしすさぇくっくうう すっき-
こっさぇすせさぇ すっこかけくけしうすっかは ょけかあくぇ 
こけゃにしうすぬしは, ぉぇすぇさっう ゃ ょけきぇた – 
しすぇすぬ ゅけさはつっっ. ‶け しせすう あっ, せすっつ-
おぇ いぇすさぇゅうゃぇっす ゃっしぬ きうおさけさぇえけく, 
ゃ おけすけさけき う ぉっい すけゅけ くっ たゃぇすぇっす 
たけかけょくけえ ゃけょに, – ょぇひす けちっくおせ 
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 ゅっくっさぇかぬくけゅけ ょうさっお-
すけさぇ ¨¨¨ «╀っさひいけゃしおうっ すっこかけゃにっ 
しっすう» ]っさゅっは ╁けかぬたうくぇ, たけかけょくぇは 
ゃけょぇ うい すっこかけゃにた おぇきっさ しすぇかぇ けす-
おぇつうゃぇすぬしは しさぇいせ こけしかっ すけゅけ, おぇお 
ぉにかぇ けぉくぇさせあっくぇ; けすおぇつおぇ ゃっかぇしぬ 
こけしすけはくくけ, ゃ すっつっくうっ くっしおけかぬおうた 
きっしはちっゃ. ‶けねすけきせ しかけあうゃてぇはしは しう-
すせぇちうは くっ きけゅかぇ しっさぬひいくけ こけゃかうはすぬ 
くぇ すっきこっさぇすせさせ すっこかけくけしうすっかは ゃ 
ょけきぇた. [ぇぉけつうっ くっ ょぇゃぇかう ゃけょっ こけょ-
くはすぬしは ょけ せさけゃくは すさせぉ すっこかけすさぇししに.

╃ぇかっっ こけしかっょけゃぇか こっさうけょ, おけゅ-
ょぇ おけききせくぇかぬくにっ しかせあぉに «しせょう-
かう-さはょうかう», つぬは あっ ゃけょぇ ゃしひ-すぇおう 
こけこぇょぇっす ゃ こけょゃぇかに – ╀っさひいけゃしおうた 
すっこかけゃにた しっすっえ うかう ╁けょけおぇくぇかぇ, 
ぉさぇかう こさけぉに くぇ ぇくぇかうい, こさけゃけょうかう 
ねおしこっさすういに. 【ひか う こけうしお こさうつうく 
いぇすけこかっくうは すっこかけゃにた おぇきっさ, おけすけ-
さにえ ょけかゅけっ ゃさっきは ぉにか ぉっいせしこってっく.

‶さうつうくに せょぇかけしぬ せしすぇくけゃうすぬ, おけゅ-
ょぇ ゃ おけくちっ はくゃぇさは ねすけゅけ ゅけょぇ ぉにかぇ 
けさゅぇくういけゃぇくぇ しけゃきっしすくぇは おけきうししうは, 
う くぇ きっしすけ ょかは さってっくうは こさけぉかっきに 
ゃにったぇかう こさっょしすぇゃうすっかう ゃしった いぇ-
うくすっさっしけゃぇくくにた しすけさけく: ╋〉‶ ╀╁╉》 
«╁けょけおぇくぇか», ¨¨¨ «╀〈]», ¨¨¨ 
«╅╉》-》けかょうくゅ». ╁ さっいせかぬすぇすっ, 

せしすぇくけゃうかう, つすけ うょひす せすっつおぇ たけかけょ-
くけえ ゃけょに ゃ いょぇくうう かうちっは わ3. ‶け-
しかっょくはは, こけ ゃっさしうう しこっちうぇかうしすけゃ, う 
こけこぇょぇかぇ ゃ すっこかけゃにっ おぇきっさに ╀っさひ-
いけゃしおうた すっこかけゃにた しっすっえ. ╁ うすけゅっ, くぇ 
こさけてかけえ くっょっかっ しけしすけはかしは さっきけくす. 
¨ょくぇおけ, おぇお しつうすぇのす おけききせくぇかぬとう-
おう, ねすけゅけ くっょけしすぇすけつくけ.

– ╋に っとひ けしっくぬの こさけてかけゅけ 
ゅけょぇ ゃしおさにゃぇかう すっこかけゃにっ おぇきっさに 
ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ, 
さぇいぉうさぇかうしぬ, つすけ ねすけ いぇ ゃけょぇ う けす-
おせょぇ けくぇ こけしすせこぇっす. ¨こさっょっかひく-
くにえ けすゃっす ょぇすぬ しかけあくけ, きけあくけ 
かうてぬ こさっょこけかぇゅぇすぬ, ぇ こけねすけきせ くっ-
けぉたけょうきけ せしすさぇくはすぬ ゃしっ ゃけいきけあ-
くにっ せすっつおう, ゃ すけき つうしかっ かのぉにっ 
くっうしこさぇゃくけしすう ゃっすたうた おけききせくう-
おぇちうえ かうちっは わ3. ′っけぉたけょうきけしすぬ 
うた おけきこかっおしくけゅけ けぉしかっょけゃぇくうは くっ 
しくうきぇっすしは し こけゃっしすおう ょくは. 》けすは くっ 
うしおかのつぇの, つすけ きけゅせす ぉにすぬ う ょさせ-
ゅうっ こさうつうくに いぇすけこかっくうは おぇきっさ, 
こけおぇ くっ せしすぇくけゃかっくくにっ, – ゅけゃけさうす 
ゅかぇゃくにえ うくあっくっさ ╋〉‶ ╀╁╉》 «╁け-
ょけおぇくぇか» ┿くすけく ╄かけゃうおけゃ.

╉けきこかっおしくけっ けぉしかっょけゃぇくうっ おけき-
きせくうおぇちうえ いょぇくうは かうちっは わ3, すぇお あっ 
おぇお う おぇこうすぇかぬくにえ さっきけくす, くっ こさけ-
ゃけょうかけしぬ いょっしぬ くう さぇいせ しけ ゃさっきっくう 
こけしすさけえおう ゃ 1962-き ゅけょせ. ]っゅけょくは 
ゃ ねすけき ょけかあくに ぉにすぬ いぇうくすっさっしけゃぇ-
くに くっ すけかぬおけ おけききせくぇかぬとうおう, くけ う 
ゃかぇょっかぬちに いょぇくうは かうちっは, すけ っしすぬ 
きせくうちうこぇかうすっす. ╁っょぬ ょぇあっ きうくう-
きぇかぬくぇは せすっつおぇ せゅさけあぇっす ちっかけしす-
くけしすう そせくょぇきっくすぇ う ゃしっゅけ いょぇくうは. 
¨ょくぇおけ けぉなひき しさっょしすゃ, おけすけさにっ 
しっゅけょくは ゃにょっかはのすしは ぉのょあっすぇきう 
さぇいくにた せさけゃくっえ くぇ おぇこうすぇかぬくにえ さっ-
きけくす ておけか, しかうておけき くっゃっかうお, つすけ-
ぉに けあうょぇすぬ すぇおけゃけゅけ ょかは かうちっは わ3 
ゃ ぉかうあぇえてっき ぉせょせとっき.

╇′〈╄[╄]′¨
‶¨╊╇〈╇╉¨╁ ‶¨]〈┿╁╇╊╇ 

′┿ ]』┱〈』╇╉ 

′┿『‶[¨╄╉〈

╉┿╉ ╅╇╁┱【を, ‶¨╃╁¨[を╄?
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ
╁け ゃすけさけえ さぇい おさっしすぬはくしおけ-そっさきっさしおけっ たけいはえしすゃけ «′ぇ-

ょっあょぇ» こけかせつぇっす こけ こさうけさうすっすくけきせ くぇちうけくぇかぬくけきせ こさけ-
っおすせ «[ぇいゃうすうっ ぇゅさけこさけきにてかっくくけゅけ おけきこかっおしぇ» しっかぬしおけ-
たけいはえしすゃっくくせの すったくうおせ. ╁ こさけてかけき ゅけょせ ぉっさひいけゃしおけっ ╉《》 
こさうけぉさっかけ いぇ こけかけゃうくせ しすけうきけしすう すさぇおすけさ う しっかぬたけいけぉけ-
させょけゃぇくうっ, くにくつっ けくけ こけこけかくうかけしぬ っとひ けょくうき すさぇおすけさけき 
╋〈╆-82 う こさうちっこけき お くっきせ. 

«′ぇょっあょせ» たけさけてけ いくぇのす くっ すけかぬおけ ゃ さけょくけき ╀╂¨, くけ う ゃ 
けぉかぇしすう, くっょぇさけき たけいはえしすゃけ こさっょしすぇゃかは-
かけ  そっさきっさしすゃけ けおさせゅぇ くぇ きっあょせくぇさけょ-
くけえ ゃにしすぇゃおっ «╇くくけこさけき-2010», おけすけさぇは 
こさけてかぇ かっすけき ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ: ┿かにっゃに 
こけおぇいぇかう ゅけしすはき しゃけう けゃけとう. ′にくつっ こけょ 
おぇさすけそっかぬ, きけさおけゃぬ, おぇこせしすせ けくう ぉっさせす ゃ 
ぇさっくょせ 110 ゅっおすぇさけゃ いっきかう ゃ さぇえけくっ 【う-
かけゃおう. ╄とひ くぇ 70 しけすおぇた けぉせしすさぇうゃぇのす 
しゃけの ぉぇいせ し けゃけとったさぇくうかうとっき う すさぇお-
すけさくにき こぇさおけき, しすさけうすっかぬくにっ さぇぉけすに 

うょせす こけかくにき たけょけき. ╁ こかぇくぇた ╉《》 – さぇいゃっょっくうっ こかっきっく-
くにた きけかけつくにた おけい. ‶さっょしすけうす おせこうすぬ くっ すけかぬおけ あうゃけすくにた, 
くけ う ょけうかぬくけっ けぉけさせょけゃぇくうっ, くぇかぇょうすぬ しけすさせょくうつっしすゃけ し 
てうかけゃしおうき きけかけおけいぇゃけょけき. ╇ょっは うくすっさっしくぇ くっ すけかぬおけ ょかは 
«′ぇょっあょに», くけ う ゅけさけあぇく, こけしおけかぬおせ くけゃにえ こさけっおす こさっょけ-
しすぇゃうす ょけこけかくうすっかぬくにっ さぇぉけつうっ きっしすぇ.

]っゅけょくは ゃ ╀╂¨ けそうちうぇかぬくけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 60 かうつくにた 
こけょしけぉくにた う おさっしすぬはくしおけ-そっさきっさしおうた たけいはえしすゃ, ぇ すぇおあっ 

╇‶, いぇくうきぇのとうたしは こさけういゃけょしすゃけき しっかぬ-
たけいこさけょせおちうう. ╇い くうた ょっしはすぬ – ねすけ ╉《》. 
╁ けしくけゃくけき くぇてう しっかぬたけいこさけういゃけょうすっ-
かう けさうっくすうさけゃぇくに くぇ  あうゃけすくけゃけょしすゃけ 
– さぇいゃっょっくうっ おさせこくけゅけ さけゅぇすけゅけ しおけすぇ 
う しゃうくっえ. ′ぇ くぇつぇかけ ゅけょぇ くぇ こけょゃけさぬはた 
けぉうすぇかう 193 おけさけゃに う ぉにおぇ, 610 たぇゃさけ-
くうえ, 323 おけいに う けゃちに. ╁ 2010 ゅけょせ ぉにかけ 
いぇおせこかっくけ けす くぇしっかっくうは ╀╂¨ 59,5 すけくくに 
きはしぇ.

]っすぬ けぉけゅぇすうかぇしぬ っとひ けょくうき うくすっさっしくっえてうき しぇえすけき 
dalslovo.ru. ╆ょっしぬ こけかぬいけゃぇすっかはき ╇くすっさくっすぇ こさっょけしすぇゃかっくぇ 
ゃけいきけあくけしすぬ こけえきぇすぬ くぇ しかけゃっ かのぉけゅけ こけかうすうおぇ. ′ぇ ねすけき 
さっしせさしっ しけぉさぇくに けぉっとぇくうは つうくけゃくうおけゃ ゃしった せさけゃくっえ, ょぇく-
くにっ こせぉかうつくけ つっさっい さぇいかうつくにっ ]╋╇. ╇ くぇさけょくにえ おけくすさけかぬ 
ゃきっしすっ し ぉっしこさうしすさぇしすくにき しつひすつうおけき けしすぇゃてっゅけしは ゃさっきっくう 
しかっょうす いぇ たけょけき ゃにこけかくっくうは けぉっとぇくうえ. 

]さっょう すった, おすけ しゃけひ しかけゃけ せあっ くっ しょっさあぇか, けおぇいぇかしは 
こさっきぬっさ-きうくうしすさ ╁かぇょうきうさ ‶せすうく, いぇはゃうゃてうえ, つすけ お しっ-
さっょうくっ 2010 ゅけょぇ ╁╁‶ ゃにさぇしすっす ゃょゃけっ (くぇ ょっかっ さけしす しけ-
しすぇゃうか 59,2%). ┿ ゃけす きうくうしすさ こけ そういうつっしおけえ おせかぬすせさっ, 
しこけさすせ う すせさういきせ ╊っけくうょ [ぇこけこけさす くっ いぇぉにか け しゃけひき けぉっ-
とぇくうう こけょょっさあぇすぬ きけかけょにっ しっきぬう しせぉしうょうはきう くぇ こけおせこ-
おせ あうかぬは. 

╃けぉぇゃかはすぬ くぇ しぇえす «おかはすゃに» きけあっす かのぉけえ こけかぬいけゃぇすっかぬ, 
けょくけ うい せしかけゃうえ – ししにかおぇ くぇ こっさゃけうしすけつくうお: さっつぬ こけかう-
すうおぇ. ]っえつぇし くぇ しぇえすっ けすしかっあうゃぇっすしは ぉけかっっ 90 ぇおすせぇかぬくにた 
けぉっとぇくうえ. 
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]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╆けかけすけえ いぇこぇし ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ くっ すけかぬおけ ゃ いっきかっ, けく 
– ゃ かのょはた. 〈ぇお あっ くぇゃっさくはおぇ 
しつうすぇか う ‶.‶. ╀ぇあけゃ, さぇししおぇい 
おけすけさけゅけ «╆けかけすにっ ょぇえおう» 
きに しっゅけょくは いぇおぇくつうゃぇっき こせ-
ぉかうおけゃぇすぬ. ¨ぉ けょくけき うい すぇおうた 
ぉっさひいけゃしおうた «しすぇさぇすっかっえ», 

こさけあうゃてうた いぇ-
きっつぇすっかぬくせの 
あういくぬ う しおけ-
こうゃてうた くっきぇ-
かけ ょせてっゃくけゅけ 
いけかけすぇ, – くぇてぇ 
しすさぇくうちぇ.

‶.‶. ╀ぇあけゃ
╆¨╊¨〈｠╄ ╃┿╈╉╇
¨おけくつぇくうっ. 
′ぇつぇかけ – ゃ わ11, 17, 29, 35, 47-48, 

70, 97 う 112 けす 2010-ゅけ ゅけょぇ.
– ]ゃはあうしぬ, – ゅけゃけさはす, – し ねすうき つけさすせておけき, – 

ょけ こけさに ゃ きけゅうかせ いぇゅけくうす.
′うつっゅけ くっ とぇょうす, おすけ こさけ っゅけ ╂かぇそうさせ くっ-

しおかぇょくけ しおぇあっす.
‶さけあうかう  しゃけえ  ゃっお  こけ-たけさけてっきせ. ′っ 

ゃしっゅょぇ, おけくっつくけ, ょけしにすぇ たかっぉぇかう, ょぇ けしすせょに 
きっあ しけぉけえ くっ いくぇかう, ぇ ねすけ ゃ しっきっえくけき ょっかっ 

ょけさけあっ ゃしっゅけ. [っぉはす ╂かぇそうさぇ くぇゃっかぇ ちっかせの 
さけとせ! ‶ぇさくっえ たけすぬ ゃしった ゃ ‶さっけぉさぇあっくしおうえ 
こけかお いぇこうしにゃぇえ. ╇ ょっゃおう くっ けすしすぇかう.  [けし-
かにっ  ょぇ いょけさけゃにっ,  ぇ おさぇしけすけえ ゃ きぇすぬ. ′ぇ 
つすけ ╋うたっえ ╉けくつうくぇ しすぇさけゅけ  しかけゃぇ  つっかけゃっお, 
う すけす こけ さっぉはすぇき しっしすさせ こさういくぇか. ]っょけえ せあ 
ゃ すせ こけさせ ぉにか, ぇ しきうさうかしは. ╆ぇてひか おぇお-すけ ゃ 
ういぉせ う ゅけゃけさうす:

– ╊ぇょくにっ せ すっぉは, しっしすさぇ, さっぉはすぇ. ╁けゃしっ かぇょ-
くにっ. ′っ すっき, ゃうょくけ, ぉけゅぇき しおうすくうおう おぇょうかう, 
おけゅょぇ すっぉは こさけおかうくぇかう. ¨くけ う お かせつてっきせ. 》せ-
ょけえ すさぇゃに う ぉっい すけゅけ きくけゅけ. ╄ひ ゃにきぇかうゃぇすぬ 
くっ お つっきせ.

╉ぇお ょけ ぉぇぉおうくにた ゅけょけゃ ╂かぇそうさぇ ょけしすせおぇ-
かぇしぬ, すぇお ゃくせつぇすぇき う しつひす こけすっさはかぇ. ぁすけ こっさ-
そうかけゃけ ょぇ ゅかぇそうさうくけ こけおけかっくぬっ くっ けょうく ょけき 
すせす こけしすぇゃうかけ. ╆ぇはゃおせ, きけあくけ しおぇいぇすぬ, くぇてっ-
きせ いぇゃけょせ しょっかぇかけ. ╉けくっつくけ, う ょさせゅうた きくけゅけ 
ぉにかけ. ′せ, ねすう – おけさっくくうおう. ¨す くうた, きけあっす, う 
しかけゃうくおぇ こさけ ╃ぇえおぇ こけてかぇ.

〈っこっさぬ ねすけ ゃさけょっ いぇぉぇゃに. ╇いゃっしすくけ, こさう 
しけかくにておっ うょひてぬ, くけゅけえ いぇちっこうすぬ くっ いぇ つすけ, ぇ 
こけ すけえ あっ ょけさけゅっ ゃ こけすひきおぇた こけえょう – ゃしひ こけ-
さけゅう ょぇ はきうくに. 〈け あっ う し いけかけすけき. ′にくってくうっ 
ゃけく ょうゃはすしは,  こけつっきせ しすぇさうおう すけかぬおけ こけこっさっつ-
くにっ あうかおう ゃにぉうさぇかう, ぇ けしすぇかぬくけっ ゃ けすゃぇかに 

しぉさぇしにゃぇかう. ┿ こけ ょっかせ くぇょけ すけきせ ょうゃうすぬしは, 
おぇお しすぇさうおう ょけ ねすけゅけ ょけてかう, おけゅょぇ くうおすけ くう-
つっゅけ こけ いけかけすけきせ ょっかせ くっ いくぇか, ぇ ゃ こうしぬきっく-
くけしすう ぉにかぇ けょくぇ こけしおぇいせかぬおぇ こさけ しすさぇてくけゅけ 
いけかけすけゅけ いきっは. ぁすけゅけ ゃけす いぇぉにゃぇすぬ くっ しかっょ. 
』すけ くにくってくっきせ つっかけゃっおせ こさけしすけ おぇあっすしは, すけ 
しすぇさうおぇき ぉけかぬてうき こけすけき ょぇ きせおけえ ょけしすぇかけしぬ.

》けすぬ  ぉに ぉさせしくうちにくしおけっ いけかけすけ ゃいはすぬ. 
′っ しかにたぇかう こさけ すぇおけっ? ′せ, かぇょくけ, ゃ ょさせ-
ゅけえ さぇい さぇししおぇあせ. 

╉¨[¨〈╉¨╈ ]〈[¨╉¨╈

╁けっゃぇか くぇ 『っく-
すさぇかぬくけき, ‶っさゃけき 
〉おさぇうくしおけき そさけく-
すぇた. 【けそひさ. ′ぇ-
ゅさぇあょひく けさょっくけき 
¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけ-
えくに II しすっこっくう, きっ-
ょぇかはきう «╆ぇ けすゃぇゅせ», 
«╆ぇ ぉけっゃにっ いぇしかせ-
ゅう», «╆ぇ ゃいはすうっ ╀っさ-
かうくぇ».

《ぇきうかうは__________________________

╇きは______________________________

¨すつっしすゃけ__________________________

‶けか______ ょぇすぇ さけあょっくうは __________

╋っしすけ
さけあょっくうは_________________________

               _________________________

               _________________________

ぜごぞぎぎゑ 

がぜごどづござ 

んずぎとでんぞがづだゑごぶ

ぜばぐ                          20.09.1921

     づぎぐぎゑでとだざ づんざだぞ 
でゑぎづがずだゑでとだざ だゐずんでどご,
 がぎづぎゑぞé ずごゎだゑとん

ÏÓÒÜ ÁÎÅÂÎÃÎ ØÎÔEÐÀ
╁ ╅╇╆′╇ う しせょぬぉっ おぇあょけゅけ 

すぇお うかう うくぇつっ, ゃ ぉけかぬてっえ 
うかう きっくぬてっえ しすっこっくう けすさぇあぇ-
のすしは こさうきっすに ゃさっきっくう. ‶け-
さけえ  さぇししおぇい けぉ けょくけき つっかけ-
ゃっおっ きけあっす しすぇすぬ こけゃっしすぬの け 
ちっかけえ ねこけたっ ゃ あういくう しすさぇくに. 
¨しけぉっくくけ, っしかう ねすけきせ つっかけゃっ-
おせ くっきぇかけ かっす. ¨しけぉっくくけ, っしかう 
くぇ っゅけ ょけかの ゃにこぇかう ぉけかぬてうっ 
うしすけさうつっしおうっ しけぉにすうは. ╇ けく くっ 
けしすぇかしは けす くうた ゃ しすけさけくっ, こさう-
くはか こけしうかぬくけっ せつぇしすうっ. 〈ぇおうっ 
かのょう-しうきゃけかに っしすぬ う ゃ ╀っさひ-
いけゃしおけき, う うた くっきぇかけ. ぁすけ くぇてう 
いっきかはおう, おけすけさにっ おぇあょにえ ょっくぬ 
さはょけき し くぇきう, つぇとっ ゃしっゅけ くっ-
こせぉかうつくにっ, くっういゃっしすくにっ てう-
さけおけえ けぉとっしすゃっくくけしすう, けょくぇおけ 
しけしすぇゃかはのとうっ いけかけすけえ つっかけゃっ-
つっしおうえ そけくょ せさぇかぬしおけえ いっきかう.

╃きうすさうの ┿かっおしぇくょさけゃうつせ ╋う-
くっっゃせ ゃ ねすけき ゅけょせ うしこけかくうすしは 
ょっゃはくけしすけ かっす. ╉けさっくくけえ ぉっ-
さっいけゃつぇくうく, けく さけょうかしは, おけゅょぇ 
ょゃぇょちぇすにえ ゃっお ぉにか っとひ きけかけょにき, 
ぇ しぇきにっ いくぇつうきにっ う すさぇゅうつっしおうっ 
しけぉにすうは ねすけゅけ しすけかっすうは ぉにかう っとひ 
ゃこっさっょう. [っつぬ, おけくっつくけ, うょひす け 
╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくっ. 
┿ こけすけき – け こけしすさけっくうう きうさくけえ 
あういくう ゃ こけかせさぇいけさひくくけえ しすさぇくっ.

╄しかう ╃きうすさうは ┿かっおしぇくょさけゃうつぇ 
こけこさけしうすぬ, けく きけあっす さぇししおぇいに-
ゃぇすぬ け しゃけひき ぉけっゃけき こせすう こけょさけぉ-
くけ, うくすっさっしくけ う けぉさぇいくけ. ‶けゃっしすぬ 
こけかせつぇっすしは いぇたゃぇすにゃぇのとぇは う こけ-
せつうすっかぬくぇは.

′う しくけき くう ょせたけき くうおすけ くっ 
ゃっょぇか ゃ おけくちっ すさうょちぇすにた ゅけょけゃ 
ょゃぇょちぇすけゅけ ゃっおぇ, つすけ しけゃしっき しおけさけ 
うた あういくぬ こっさっゃっさくひすしは, くぇ こかっつう 
かはあっす すはあひかぇは くっけぉたけょうきけしすぬ けす-
ぉうすぬ せょぇさ いぇたゃぇすつうおけゃ. ′っ ょせきぇか 
け すぇおけき う 18-19-かっすくうえ ╃きうすさうえ 
╋うくっっゃ. ¨く こさけしすけ あうか, ぉにか きけ-
かけょ, う あういくぬ てかぇ しゃけうき つっさっょけき. 
¨おけくつうか «しっきうかっすおせ» ゃ さけょくけき 
ゅけさけょっ ╀っさひいけゃしおけき, こけしすせこうか くぇ 
ゃけょうすっかぬしおうっ おせさしに. ‶けすけき せしすさけ-
うかしは くぇ さぇぉけすせ ゃ 【うかけゃしおうえ しけ-
ゃたけい こけ しゃけっえ しゃっあっこさうけぉさっすひく-
くけえ しこっちうぇかぬくけしすう – てけそひさけき. 

‶╄[╁｠╋ ╃╄╊¨╋ – 
‶¨╊╇〈╂[┿╋¨〈┿, 
┿ ¨[〉╅╇╄ – ‶¨〈¨╋
〈せす こけょしすせこうかぇ こけさぇ けすょぇゃぇすぬ 

ょけかゅ [けょうくっ: こけゃっしすおけえ ゃにいゃぇかう ゃ 
ゃけっくおけきぇす, おけすけさにえ う すけゅょぇ, こけつ-
すう しすけ かっす くぇいぇょ, ぉにか さぇしこけかけあっく 
ゃ しすぇさうくくけき いょぇくうう くぇ せかうちっ ╊っ-
くうくぇ. ¨すしのょぇ こぇさくっえ う いぇぉさぇかう, 
けすこさぇゃうかう ゃ ょぇかひおけっ ょぇかひおけ. ‶け-
しすぇゃうすぬ ゃ ういゃっしすくけしすぬ, おせょぇ うきっく-
くけ, くっ せょけしせあうかうしぬ. ╀にかけ ねすけ こは-
すけゅけ きぇは 1941-ゅけ ゅけょぇ. ╃け くぇつぇかぇ 
ぉけっゃにた ょっえしすゃうえ くぇ すっささうすけさうう 
くぇてっえ しすさぇくに けしすぇゃぇかけしぬ けおけかけ 
ょゃせた きっしはちっゃ.

╉ぇお ゃに ぉに ょせきぇかう ょけしすぇゃかは-
かう くけゃけぉさぇくちっゃ お きっしすせ しかせあぉに? 
]っゅけょくは くっつすけ こけょけぉくけっ しかけあくけ 
しっぉっ こさっょしすぇゃうすぬ, ぇ すけゅょぇ ぉにかけ 
くけさきぇかぬくにき こけゅさせいうすぬ ぉせょせとうた 
しけかょぇす (こけ しせすう, ゃつっさぇてくうた ょっすっえ) 
ゃ すけゃぇさくにっ ゃぇゅけくに. ╇た くぇいにゃぇかう 
«すっかはつぬうきう». ′ぇゃっさくけっ, いぇこぇた 
しおけすぇ しすけはか し すさせょけき こっさっくけしう-
きにえ, ぇ ゃけ ゃしっ とっかう くぇ たけょせ ょせかけ.

– ╁ ねてっかけくっ うい «すっかはつぬうた» ゃぇ-
ゅけくけゃ くぇし ゃっいかう ちっかにた ょゃっくぇょ-
ちぇすぬ ょくっえ, – ゃしこけきうくぇっす ╃きうすさうえ 
┿かっおしぇくょさけゃうつ.

╋っしすけ くぇいくぇつっくうは けおぇいぇかけしぬ 
ゅけさけょけき ╀さっしすけき. 

– [ぇいきっしすうすぬしは ぉにかけ くっゅょっ. 
]すけはかう きに ゃ しひかぇた, あうかう こけ こはすぬ-
てっしすぬ つっかけゃっお ゃ ょけきぇた こけかはおけゃ 
う ぉっかけさせしけゃ, こうすぇかうしぬ いぇ しつひす 
あうすっかっえ. ′ぇてぇ つぇしすぬ ょけかあくぇ 
ぉにかぇ ぉにすぬ ゃくけゃぬ しそけさきうさけゃぇくぇ 
くぇ ぉぇいっ こけょさぇいょっかっくうえ, おけすけさにっ 
ゃっしぬきぇ こけすさひこぇくくにきう ゃっさくせかうしぬ 
うい 《うくかはくょうう. ′け そけさきうさけゃぇ-
くうっ ぉにかけ ょぇかっおけ くっ いぇゃっさてっくけ: 
さけす くっ ぉにかけ, すけかぬおけ ぉぇすぇかぬけくに. 
╃ぇあっ こさうしはゅせ きに っとひ くっ こさうくう-
きぇかう. ¨させあうっ すけあっ くっ ゃにょぇかう. 
′ぇ ゃっしぬ ぇゃすけぉさけくっすぇくおけゃにえ ぉぇ-
すぇかぬけく, おせょぇ きっくは さぇしこさっょっかうかう 
おぇお てけそひさぇ, ぉにかけ しっきぬ ゃうくすけゃけお 
– ょかは すった, おすけ くひし しかせあぉせ くぇ ぉっく-
いけしおかぇょっ, くぇ しすけはくおっ. ╃ぇ う きぇてうく 
ぉにかけ ゃしっゅけ-すけ こけかしけすくう てすせお 
– ぇゃすけきけぉうかう «〉さぇか». ╁にょぇかう 
すけかぬおけ けぉきせくょうさけゃぇくうっ う しすぇかう 
こさけゃけょうすぬ し くぇきう こけかうすいぇくはすうは. 
╆くぇっすっ, おぇお? ╉けこぇかぇしぬ おぇくぇゃぇ, う 
くぇ っひ おさぇの きに しうょっかう, しかせてぇかう 
かっおちうの こけかうすさせおぇ, – さぇししおぇいにゃぇ-
っす ゃっすっさぇく.

╁ すぇおけき しけしすけはくうう つぇしすう う いぇしすぇ-
かぇ ゃけえくぇ, ういゃっしすうゃ け しっぉっ けすょぇかひく-
くにきう ぇさすうかかっさうえしおうきう さぇいさにゃぇきう. 
╃ぇかぬてっ ょっかけ, こけ しかけゃぇき ╃きうすさうは 
┿かっおしぇくょさけゃうつぇ, ぉにかけ すぇお:

– ′けつぬの は こさうゃひい おけきぇくょうさぇ 
(さぇぉけすぇか すけゅょぇ くぇ てすぇぉくけえ きぇ-
てうくっ), かひゅ しこぇすぬ. «‶けかせすけさおぇ» 
けしすぇかぇしぬ しすけはすぬ せ こぇかぇすおう. ╁ょさせゅ 
しかにてせ, ょっあせさくにえ かっえすっくぇくす おさう-
つうす: «╋うくっっゃ, くぇ ゃにたけょ, ぉけっゃぇは 
すさっゃけゅぇ!» ぅ っきせ: «′っ てせすう, きくっ 
しおぇいぇかう – しこぇすぬ ょけ けょうくくぇょちぇすう». 
– «╃ぇ おぇおうっ てせすおう!»

‶さっょしすぇゃぬすっ しっぉっ しこってくけっ けす-
しすせこかっくうっ ゃ しすけさけくせ ╋うくしおぇ, ゃけ 
ゃさっきは おけすけさけゅけ ぉにかう こけすっさはくに 
つぇしすぬ きぇてうく う けぉきせくょうさけゃぇくうは 
ぉけえちけゃ, し こけしすけはくくけえ せゅさけいけえ 
しすけかおくけゃっくうは し ゃさぇゅけき くっょけ-
せおけきこかっおすけゃぇくくにた つぇしすっえ… ¨くけ 
こさけういけてかけ こさう こっさっこさぇゃっ つっさっい 
さっおせ. ╋うくけきひすくにえ けゅけくぬ ゃさぇあっ-
しおうっ しすさっかおう けすおさにかう こさはきけ こけ 
ょゃうあせとうきしは くぇ ゃにしけおけえ くぇしにこう 
すったくうおっ う かのょはき. ¨しおけかおけき ╃きう-
すさうは さぇくうかけ ゃ こぇた. ] すけゅけ きけきっく-

すぇ くぇつぇかぇしぬ ちっこけつおぇ くっこさけしすにた 
しうすせぇちうえ, ゃ おけすけさにた こけすさっぉけゃぇ-
かうしぬ ゃしは っゅけ ゃけかは, いぇおぇかおぇ, せきっ-
くうっ ゃにあうゃぇすぬ. 

╇╆ ¨╂′ぅ ╃┿ ╁ ‶¨╊｠╋ぅ
– [ぇくっくにた, つっかけゃっお ょっしはすぬ, 

– さぇししおぇいにゃぇっす ╃きうすさうえ ┿かっお-
しぇくょさけゃうつ, – しすけかおぇかう ゃ けょくせ 
きぇてうくせ う けすゃっいかう ゃ ぉかうあぇえてうえ 
ゅけしこうすぇかぬ. ¨く ぉにか さぇいゃひさくせす ゃ 
ぉにゃてっき さけょょけきっ. 〈ぇき くぇし つっき-
すけ くぇおけさきうかう, は つすけ-すけ こけしすっかうか 
しっぉっ くぇ こけかせ, せこぇか ゃ ういくっきけあっ-
くうう, せしくせか.

╉けゅょぇ くぇせすさけ しけかょぇす こさけしくせかしは, 
けぉくぇさせあうか, つすけ ゅけしこうすぇかぬ せしこっか 
しくはすぬしは し きっしすぇ, きっょこっさしけくぇか う 
こぇちうっくすけゃ せゃっいかう, ぇ っゅけ, ゃうょう-
きけ… いぇぉにかう さぇいぉせょうすぬ. [はょけき 
けぉくぇさせあうかしは っとひ けょうく すぇおけえ あっ 
«いぇぉにすにえ» ぉっょけかぇゅぇ し こさけすおくせ-
すけえ ゃうくすけゃおけえ しすせこくひえ, おけすけさにえ 
くぇいゃぇかしは ┿かひてっえ.

[ぇくっくにっ しけかょぇすに, くっ いくぇは, つすけ 
うき すっこっさぬ ょっかぇすぬ, こさけしうょっかう ゃ 
いょぇくうう ぉにゃてっゅけ さけょょけきぇ ょけ ゃっ-
つっさぇ. ┿ こけすけき せゃうょっかう つっさっい けおくけ 
くぇ ょけさけゅっ くっきちっゃ う こけくはかう, つすけ 
ょけかぬてっ けしすぇゃぇすぬしは いょっしぬ くっかぬいは. 
′ぇてかう おぇおせの-すけ こさうゅけょくせの ょかは 
くけてっくうは けょっあょせ (しゃけっゅけ けぉきせく-
ょうさけゃぇくうは くっ ぉにかけ). ╀けかぬくにっ, 
こけかせゅけかけょくにっ けくう すさけくせかうしぬ こけ 
いぇくはすけえ くっきちぇきう すっささうすけさうう ゃ 
くっけこさっょっかひくくけき くぇこさぇゃかっくうう. 
』すけぉに くっ こけこぇしすぬ くぇ ゅかぇいぇ ゃさぇゅせ 
う くっ しすぇすぬ かひゅおけえ ょけぉにつっえ, ょゃう-
くせかう つっさっい すけさそはくけっ ぉけかけすけ. ] 
ぉけかぬてうき すさせょけき ゃにぉさぇゃてうしぬ けす-
すせょぇ, けつせすうかうしぬ くぇ ぇゃすけしすさぇょっ 
╋けしおゃぇ–╋うくしお.

′っういゃっしすくけ, おぇおけえ ぉにかぇ ぉに 
ょぇかぬくっえてぇは しせょぬぉぇ ょゃせた きけかけょにた 
かのょっえ, くっ くぇすおくうしぬ けくう ゃ おさうすう-
つっしおうえ きけきっくす, くぇ うしたけょっ しうか, くぇ 
すけさそけいぇゃけょ. 《っかぬょてっさ いぇゃけょしおけ-
ゅけ きっょこせくおすぇ しょっかぇかぇ さぇくっくにき 
こっさっゃはいおせ う こけきっしすうかぇ ゃ こせしすせの-
とっき ゃぇゅけくつうおっ. ╃ゃっ くっょっかう, こけおぇ 
けくう けすかひあうゃぇかうしぬ, すぇえくけ くけしうかぇ 
うき っょせ. 

╉けゅょぇ こさうてかけ ゃさっきは せたけょうすぬ, 
そっかぬょてっさ こけさっおけきっくょけゃぇかぇ うょすう 
ゃょけかぬ あっかっいくけえ ょけさけゅう ゃ しすけさけ-
くせ ╋けしおゃに. ╋けかけょにっ かのょう こっさっ-
ょゃうゅぇかうしぬ こけ こけかすけさぇ-ょゃぇ おうかけ-
きっすさぇ ゃ ょっくぬ, すぇお おぇお ぉにかう っとひ 
けつっくぬ けしかぇぉかっくに. ╉けゅょぇ しうか せあっ 
くっ けしすぇゃぇかけしぬ, けしすぇくけゃうかうしぬ くぇ 
けすょにた ゃ ゃひしおっ (すぇお こけ-ぉっかけさせししおう 
くぇいにゃぇっすしは しっかけ). ╁しすさっすうかう すぇき 
きくけゅけ すぇおうた あっ, おぇお けくう, さぇくっくにた 
しけかょぇす, けすしすぇゃてうた けす けすしすせこぇの-
とうた ぇさきうえ, う… ゃしっ ぉにかう くぇおさにすに 
くっきちぇきう.

╃け しぇきけえ けしっくう ╃きうすさうえ ╋う-
くっっゃ こさけぉにか ゃ くっきっちおけき こかっくせ. 
〈けゃぇさうとぇ, し おけすけさにき こさうてかけしぬ 
こっさっくっしすう しすけかぬおけ すさせょくけしすっえ, けく 
ぉけかぬてっ くうおけゅょぇ くっ ゃしすさっつぇか. ╁しひ 
ねすけ ゃさっきは しけかょぇす くっ けしすぇゃかはか くぇ-
ょっあょせ ゃにさゃぇすぬしは. ╉けゅょぇ さぇくぇ いぇ-
あうかぇ, ゃきっしすっ し ょさせゅうきう こかっくくにきう 
くぇつぇか ゅけすけゃうすぬしは お こけぉっゅせ. 〈とぇ-

すっかぬくけ こけょゅけすけゃかっくくぇは けこっさぇちうは 
せょぇかぇしぬ! 〉ぉっあぇかけ うい くっきっちおけゅけ 
かぇゅっさは つっかけゃっお ょっしはすぬ-こはすくぇょ-
ちぇすぬ させししおうた しけかょぇす.

‶さっあょっ つっき ゃにえすう お しゃけうき こさう-
てかけしぬ きくけゅけ こかせすぇすぬ こけ かっしぇき 
う ぉけかけすぇき. ′け, ゃ おけくちっ おけくちけゃ, 
けしゃけぉけょうゃてうっしは うい こかっくぇ ぉけえちに 
くぇてかう つぇしすぬ, おけすけさぇは しすけはかぇ ゃ 
けおさせあっくうう, う こさうきおくせかう お くっえ, 
しすぇかう こけょおかのつぇすぬしは お ぉけっゃにき 
けこっさぇちうはき. 【ぇゅ いぇ てぇゅけき けすさっ-
いぇくくにっ けす けしくけゃくにた しうか しけかょぇすに 
こさけぉうゃぇかうしぬ お そさけくすせ. ¨ょくぇあょに, 
こっさったけょは こけょひさくせすせの かぬょけき さっつ-
おせ, ╃きうすさうえ こさけきけつうか くけゅう. ¨くう 
けぉかっょっくっかう ゃきっしすっ し しぇこけゅぇきう. ╉ 
しつぇしすぬの, そさけくす ぉにか ぉかういおけ う すった, 
おすけ くせあょぇかしは ゃ かっつっくうう, くぇてかう 
ゃけいきけあくけしすぬ けすこさぇゃうすぬ ゃ ゅけしこう-
すぇかぬ. 〈ぇき しぇこけゅう さぇいさっいぇかう う しくは-
かう ゃきっしすっ し おけあっえ… 

]おうすぇくうは こけ いぇくはすけえ ゃさぇゅけき 
すっささうすけさうう いぇおけくつうかうしぬ, くけ ょけ 
おけくちぇ ゃけえくに ぉにかけ っとひ ょぇかっおけ. 
[はょけゃけゅけ ╋うくっっゃぇ けこさっょっかうかう ゃ 
ぇゃすけぉぇす, ゅょっ けく しかせあうか しくぇつぇかぇ 
ゃ さっいっさゃっ ゅかぇゃくけゅけ おけきぇくょけゃぇ-

くうは, ぇ いぇすっき ゃけ そさけくすけゃにた こけょ-
さぇいょっかっくうはた. 《さけくすけゃにっ てけそひさに 
けぉしかせあうゃぇかう ゃけえしおぇ こけょ ╁けさけくっ-
あっき, ¨さかけき, ╉せさしおけき, ╀さはくしおけき, 
ょぇかぬてっ ゃ しすけさけくせ ╉うっゃぇ. ′ぇ 
¨さかけゃしおけ-╉せさしおけえ ょせゅっ ╋うくっっゃ 
こけかせつうか おけくすせいうの, くけ うい しすさけは 
ゃにぉにか すけかぬおけ くぇ ゃさっきは, う けこはすぬ 
– いぇ ぉぇさぇくおせ. 〈けゅょぇ ゃしっ せあっ こさっょ-
つせゃしすゃけゃぇかう ‶けぉっょせ. 』ぇしすう, ゃ 
おけすけさにた しかせあうか くぇて ゅっさけえ, そけさ-
しうさけゃぇかう ╁うしかせ う けすこさぇゃうかうしぬ 
つっさっい くっきっちおうっ ゅけさけょぇ ╀さうしかぇせ, 
╀さうお う ょさせゅうっ ゃ しすけさけくせ ╀っさかうくぇ, 
ぇ いぇすっき ぉにかう さぇしおゃぇさすうさけゃぇくに ゃ 
╃さっいょっくっ. ╃ゃうくせかうしぬ ぉにかけ お ‶さぇ-
ゅっ, けょくぇおけ こさうてかけ ういゃっしすうっ, つすけ 
‶さぇゅぇ けしゃけぉけあょっくぇ. ′ぇこけしかっょけお 
こさうてかけしぬ くっおけすけさけっ ゃさっきは しかせ-
あうすぬ ゃ ╅うすけきうさっ, ぇ し ょっおぇぉさは 
1945-ゅけ ゃけいうすぬ せゅけかぬ ゃ ╃けくぉぇししっ 
ょかは ‶さうゃけかあしおけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせ-
ゅぇ. ╃っきけぉうかういけゃぇかしは ╃きうすさうえ 
┿かっおしぇくょさけゃうつ 20 しっくすはぉさは 1946-
ゅけ ゅけょぇ.

╃〉【╄╁′¨╄ ╆¨╊¨〈¨ – 
′╄╀[¨]╉¨╄
╃ぇかぬてっ くせあくけ ぉにかけ くぇかぇあう-

ゃぇすぬ きうさくせの あういくぬ. ╃きうすさうえ 
┿かっおしぇくょさけゃうつ ゃっさくせかしは ゃ さけょ-
くけえ ╀っさひいけゃしおうえ. ]くけゃぇ, おぇお ょけ 
ゃけえくに, せしすさけうかしは てけそひさけき ゃ 
【うかけゃしおうえ しけゃたけい. ‶けすけき さぇぉけ-
すぇか くぇ さぇいかうつくにた こさっょこさうはすうはた 
う ゃ けさゅぇくういぇちうはた, ゃ つぇしすくけしすう, 
ょぇあっ くぇ «しおけさけえ こけきけとう» – しう-
ょっか いぇ させかひき «くっけすかけあおう». ╃きう-
すさうえ ┿かっおしぇくょさけゃうつ あっくうかしは, 
さけょうかうしぬ ょっすう. ′ぇ ょけしせゅっ かのぉう-
きにきう いぇくはすうはきう ぉにかう さにぉぇか-
おぇ, しぉけさ ゅさうぉけゃ う はゅけょ. 〈けかぬおけ 
けたけすうすぬしは くぇて ゅっさけえ くうおけゅょぇ 
くっ かのぉうか. ┿ かっし かのぉうか う しっえつぇし 
かのぉうす, う ぉにゃぇか すぇき つぇしすっくぬおけ 
ょけ けつっくぬ しけかうょくけゅけ ゃけいさぇしすぇ. ′っ 
ゃしひ ぉにかけ ぉっいけぉかぇつくけ: せてかぇ ゃ きうさ 
うくけえ あっくぇ, しゅけさっか つぇしすくにえ ょけき, 
ゃ おけすけさけき ╃きうすさうえ ┿かっおしぇくょさけ-
ゃうつ きくけゅけ かっす こさけあうか し しっきぬひえ. 
′け さぇょせのす せしこったぇきう ゃくせおう, う ょけ-
ゃっかけしぬ ゃしすさっすうすぬ たけさけてせの あっく-
とうくせ, おけすけさぇは くぇ しおかけくっ かっす しすぇ-
かぇ しこせすくうちっえ う たけいはえおけえ ゃ ょけきっ.

]っゅけょくは ゃっすっさぇく, くっしきけすさは くぇ 
けつっくぬ こさっおかけくくにっ ゅけょに う すさせょくにえ 
あういくっくくにえ こせすぬ, こけ-こさっあくっきせ 
ぉけょさ. ‶けぉぇかうゃぇのす くけゅう, けょくぇおけ 
╃きうすさうえ ┿かっおしぇくょさけゃうつ くうおけゅょぇ 
くっ ぉにか しおかけくっく せくにゃぇすぬ う こけょょぇ-
ゃぇすぬしは ぉけかっいくはき. 

』すけ う ゅけゃけさうすぬ, かのょう こさけあうゃぇ-
のす しゃけう あういくう こけ-さぇいくけきせ, おぇあ-
ょにえ こけ-しゃけっきせ. ╇ いけかけすけ ょせてう くっ 
すぇおけっ, おぇお ょさぇゅけちっくくにえ きっすぇかか, 
くっ ぉかっしすうす ういょぇかっおぇ, っゅけ きけあくけ 
せゃうょっすぬ すけかぬおけ たけさけてけ こさうしきけ-
すさっゃてうしぬ お あういくっくくけきせ こせすう. 
╆ぇすけ おけゅょぇ さぇししきけすさうてぬ – ゅかぇい くっ 
けすけさゃぇすぬ.

╃っくぬ ‶けぉっょに
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23.45 》/《 «╁┿] ╁｠╆｠╁┿╄〈 〈┿╈╋｠[»

01.15 》/《 «]╋ぅ〈╄′╇╄ ]╄[╃╄『»

03.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

04.20 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.15, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»

7.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»

12.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╉[｠]┿»

15.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «╃｠【╇ ]¨ ╋′¨╈»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 》/《 «[┿′¨ 〉〈[¨╋»

01.40 》/《 «〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [╄╊╇╉╁╇ぅ»

03.30 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

04.25 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»

5.15 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»

7.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

7.30 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 ╃/《 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 》/《 «‶¨╁〈¨[′┿ぅ ]╁┿╃を╀┿»

01.30 》/《 «〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [╄╊╇╉╁╇ぅ»

03.25 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

04.25 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»

6.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»

7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»

12.00 》/《 «╉¨╂╃┿ ¨‶┿╆╃｠╁┿ぃ〈 ╁ ╆┿╂]...»

13.55 》/《 «′┿]╊╄╃′╇『｠ - 2»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.45 》/《 «╁┿【 ]｠′ ╇ ╀[┿〈»

01.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

02.35 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»

03.30 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.20 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
6.30 «╃╇╉┿ぅ ╄╃┿»
7.30 》/《 «ぅ ╉〉‶╇╊ ‶┿‶〉»
9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «9 ╋╄]ぅ『╄╁»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 》/《 «╇╃╄┿╊を′┿ぅ ╅╄′┿»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «]¨╉[¨╁╇】┿ ╃[╄╁′╄╂¨ 》[┿╋┿»
02.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
03.20 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»
04.10 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

5.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.00 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»

7.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

7.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

8.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

9.00 》/《 «╃’┿[〈┿′をぅ′ ╇ 〈[╇ ╋〉【╉╄〈┱[┿»

14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 》/《 «╇╃╄┿╊を′┿ぅ ╅╄′┿»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 》/《 «〈[╇¨»

21.35 》/《 «〈｠ ╁]╄╂╃┿ ╀〉╃╄【を ]¨ ╋′¨╈?..»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «╁╇╆╇〈 ╃┿╋｠»

02.50 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.50 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»

5.30 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
6.30 «╃╅╄╈╋╇. ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿»
7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»
7.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╁╄′┿╃『┿〈┿ぅ ′¨』を»
9.15 «╉〉》′ぅ»
9.45 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.15 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»
11.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
13.45 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
14.15 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»
15.15 》/《 «╁┿╊を╋¨′〈»

18.00 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を»
18.45 «╂¨[¨╃]╉┿ぅ ╃〉╋┿»
19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
19.30 〈/] «╉¨╊¨╋╀¨»
23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
00.00 》/《 «¨〈‶〉]╉ ╁ ]╄′〈ぅ╀[╄»
02.45 》/《 «]┿╋¨╆╁┿′『｠ ‶¨′╄╁¨╊╄»

6.00, 8.00, 10.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 02.55 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.35, 12.30 》/《 «╇′]‶╄╉〈¨[ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ 

[¨╆｠]╉┿»
12.00 ]╄╈』┿]
13.00 》/《 «′¨』′¨╈ ‶┿〈[〉╊を»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を»
00.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.00 〈/] «╁¨╊╊┿′╃╄[»
03.25 》/《 «‶┿[╇»
04.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 23.50 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.25, 12.30 》/《 «‶[┿╁¨ ′┿ ╁｠]〈[╄╊»
13.40 〈/] «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を»
00.25 》/《 «′¨』′¨╈ ‶┿〈[〉╊を»
02.20 》/《 «ぃ′¨]〈を ‶╄〈[┿»
05.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 23.55 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
11.35, 12.30 》/《 «╀╄╆ ¨]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿»
13.40 〈/] «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿] 
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を»
00.30 》/《 «‶[┿╁¨ ′┿ ╁｠]〈[╄╊»
02.05 》/《 «╉¨[¨╊を ╊╇[»
04.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]

6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25, 00.00 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»

10.00, 12.00 ]╄╈』┿]

10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

11.05, 12.30 》/《 «╃╄╊¨ ╀｠╊¨ ╁ ‶╄′を╉¨╁╄»

13.35 〈/] «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を»

15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

15.30 ]╄╈』┿]

16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30, 22.00 ]╄╈』┿] 

19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»

20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋

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

22.30 〈/] «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を»

00.35 》/《 «╀╄╆ ¨]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿»

02.05 》/《 «╋╇]]╇ぅ ╁ ╉┿╀〉╊╄»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿] 

6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»

10.00, 12.00 ]╄╈』┿]

10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

10.55, 12.30 》/《 «╁]〈[╄』┿ ′┿ ぁ╊を╀╄»

13.30 〈/] «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を»

15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

15.30, 18.30 ]╄╈』┿]

16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»

20.00 «〈┿╈′｠ ╁╄╉┿»

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

23.05 》/《 «]╇『╇╊╇┿′]╉┿ぅ ╆┿】╇〈┿»

00.55 》/《 «╃╄╊¨ ╀｠╊¨ ╁ ‶╄′を╉¨╁╄»

02.55 》/《 «╇′〈╄[╁╄′『╇ぅ»

05.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃/《 «╆┿╂[¨╀′｠╈ ╋╇[ ╃[╄╁′╄╂¨ ╄╂╇‶〈┿»

7.00 ╃/《 «‶¨╂[〉╅╄′╇╄ ╁ ╃╇╉〉ぃ ‶[╇[¨╃〉»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.25 》/《 «╉┿╇′ XVIII»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/《 «〈┿╈′┿ぅ ╅╇╆′を ╀┿[]〉╉¨╁»

11.00 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

12.05 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇ 

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

14.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

16.15 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

18.30 ]╄╈』┿]

18.55 〈/] «[┿╆╁╄╃』╇╉╇. ╁¨╈′┿ ‶¨]╊╄ ╁¨╈′｠»

23.15 〈/] «╁¨╊╊┿′╃╄[»

01.05 》/《 «‶╄]-‶[╇╆[┿╉»

03.25 》/《 «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╃ぃ╈╋»

05.15 ╃/《 «〈┿╈′┿ぅ ╅╇╆′を ╀┿[]〉╉¨╁»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 》/《 «〈[╇ 〈¨╊]〈ぅ╉┿»

9.35 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/《 «¨╀╇〈┿〈╄╊╇ ‶[¨╀╉¨╁¨╂¨ ╊╄]┿»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.05 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00 》/《 «╁ ′┿』┿╊╄ ]╊┿╁′｠》 ╃╄╊»

16.55 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»

17.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»

23.40 》/《 «》┿╉╄[｠»

01.45 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

02.45 》/《 «]╁╄〈╊¨╄ ╀〉╃〉】╄╄ - 2»

04.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 05.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
10.30 》/《 «╆╄╋╊ぅ ]┿′′╇╉¨╁┿»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 ╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨
23.30 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!
01.00 ╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄
01.45 》/《 «ぃ′¨]〈を ╂╄[┿╉╊┿»
03.10 》/《 «╉[┿╅┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
10.30 》/《 «‶¨ 〉╊╇『╄ ╉¨╋¨╃ ╁¨╃╇╊╇»
12.00, 20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿ 
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 ╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨
23.30 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!
01.00 ╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄
01.30 〈/] “╀╄╆ ]╊╄╃┿ - 3”
02.20 〈/] “╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉”
03.10 》/《 “┿╊╊╄╂[¨ ] ¨╂′╄╋”
04.45 》/《 «‶¨ 〉╊╇『╄ ╉¨╋¨╃ ╁¨╃╇╊╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
10.30 》/《 «‶¨╃]〉╃╇╋｠╈»
12.30, 18.00, 22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿ 
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
23.00 ╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨
23.30 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!
01.00 ╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄
01.30 〈/] “╀╄╆ ]╊╄╃┿ - 3”
02.20 〈/] “╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉”
03.10 》/《 “╉┿-╉┿-╃〉”
04.30 》/《 “‶¨╃]〉╃╇╋｠╈”

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
10.30 》/《 «╇╂╊┿»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿ 
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.00 ╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨
23.30 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!
01.00 ╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄
01.30 〈/] “╀╄╆ ]╊╄╃┿ - 3”
02.20 〈/] “╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉”
03.10 》/《 “‶[¨]′〉〈を]ぅ ╁ 【┿′》┿╄”
04.40 》/《 “╇╂╊┿”

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
10.30 》/《 «╁╆¨[╁┿′′｠╈ ┿╃»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿ 
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 ╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨
23.30 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!
01.00 ╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄
01.30 〈/] “╀╄╆ ]╊╄╃┿ - 3”
02.20 〈/] “╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉”
03.10 》/《 “‶¨╄╆╃ ╁′╄ [┿]‶╇]┿′╇ぅ”
04.40 》/《 “╂¨╃ 〈╄╊┱′╉┿”

6.00 》/《 «╁╆¨[╁┿′′｠╈ ┿╃»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.50 ╉¨╋╄╃╇ぅ «12 ]〈〉╊を╄╁»
11.30 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈ - 2»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╂[〉‶‶┿ «ZETA»
16.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇′〈»
18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
19.00 ╀¨╄╁╇╉ «╃[┿╉¨′. [┿]]╉┿╆ ¨ ╅╇╆′╇ 

╀[ぃ]┿ ╊╇»
21.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠
22.00 〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇
23.00 ╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨
23.30 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!
00.30 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇[〈〉¨╆｠»
01.30 ╀¨╄╁╇╉ «╃[┿╉¨′. [┿]]╉┿╆ ¨ ╅╇╆′╇ 

╀[ぃ]┿ ╊╇»
03.40 ╀¨╄╁╇╉ «╁╇′〈»
05.20 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.20 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╂¨╃ 〈╄╊┱′╉┿»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.50 ╉¨╋╄╃╇ぅ «12 ]〈〉╊を╄╁»

11.30 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈ - 2»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╂[〉‶‶┿ «ZETA»

16.30, 04.00 ╀¨╄╁╇╉ «╋┿]〈╄[ ╁¨]〈¨╉┿»

18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «╇]╉〉]]〈╁¨ 【┿¨╊╇′ぅ»

21.30 ]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 ╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 〈/] «╁╇[〈〉¨╆｠-4»

01.40 ╀¨╄╁╇╉ «╇]╉〉]]〈╁¨ 【┿¨╊╇′ぅ»

05.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

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

5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
6:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
7:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
7:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
8:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
8:30, 12:05, 4:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ 

╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
9:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
10:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
11:05 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
11:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
12:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
14:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
14:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
15:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
15:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 

╃┿╊╀╄[╂¨╋
16:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
16:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
17:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
17:40 ¨》¨〈┿ ′┿ ╃╇╉¨╂¨ ╉[¨╊╇╉┿
18:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
19:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
19:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
20:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
20:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
21:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
22:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
22:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
23:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
23:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
1:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
2:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
2:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
3:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
3:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
4:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
5:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
6:50, 21:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 

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

5:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
6:20 ¨》¨〈┿ ╁ ┿╁]〈[╇╇
7:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
8:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
10:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
10:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
11:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
11:35, 15:10 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′-

╉╄╊を╋┿′¨╋
12:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
13:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
14:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
14:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
15:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
17:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
17:55 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
18:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
18:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 

╃┿╊╀╄[╂¨╋
19:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
19:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
20:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
20:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
21:20 ¨》¨〈┿ ╁ ╋¨′╂¨╊╇╇
22:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
23:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
23:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
1:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
1:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
2:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
2:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
3:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
4:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
5:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
5:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

6:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
6:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
7:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
7:40, 22:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′-

╉╄╊を╋┿′¨╋
8:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
9:50, 0:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 

╃┿╊╀╄[╂¨╋
10:15, 14:00, 1:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ 

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

5:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
6:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
6:55 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
7:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
8:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
8:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
9:20 ¨》¨〈┿ ╁ ┿╁]〈[╇╇
10:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
11:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
13:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
13:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
14:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
14:30 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

╋┿′¨╋
15:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
16:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
17:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
17:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
18:10 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

╋┿′¨╋
18:35 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
20:00 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
20:30 [｠╀′｠╈ ]〈¨╊
20:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇ぅ ╁ ╀╄╊┿[〉]]╇ぃ
21:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
22:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
23:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
23:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
0:20 ¨》¨〈┿ ╁ ╋¨′╂¨╊╇╇
1:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
2:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
2:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
3:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
4:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
4:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
5:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
7:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
8:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
9:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
9:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
10:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
10:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

╋┿′¨╋
11:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:10 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇

12:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 
╃┿╊╀╄[╂¨╋

13:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
13:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
14:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
14:40 ╀┿[┿╀〉╊を╉┿: ╆┿╀｠〈｠╈ ╃╄╊╇╉┿〈╄]
15:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
16:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
16:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 2. ┿′╃[╄╈ ╋┿╉┿[╄╁╇』
17:00 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
17:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
17:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
18:20 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
19:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
20:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
20:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
21:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
22:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
23:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
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5ÑÎÒÎ×ÊÀ 12 ìàðòà
2011 ãîäà

′┿[¨╃′｠╄ ‶[╇╋╄〈｠

СНЕГОГОН

7 ぇこさっかは. ╀かぇゅけゃっとっくぬっ.  ╄しかう ゃっ-
すっさ, うくっえ う すせきぇく – お せさけあぇえくけきせ ゅけょせ. 
╄しかう しくっゅ くぇ おさにてぇた っしすぬ, すぇお ぉせょっす けく 
っとひ つっさっい きっしはち ゃ こけかっ. ‶っさゃにっ ゅさうぉに 
ゃにさぇしすぇのす くぇ こさうゅけさおっ – お かっすくうき ょけあ-
ょはき, こけしっかうかうしぬ ゃ かけあぉうくおっ – お しせてっ. 
╄しかう ╀かぇゅけゃっとっくぬっ たけかけょくけっ – あょう しけ-
さけお きけさけいけゃ こけ せすさぇき. 

14 ぇこさっかは. ╋ぇさうは ╄ゅうこっすしおぇは.  ╊ひょ 
かけきぇっすしは たさはしすおけ – たけょうすぬ けこぇしくけ. ╄しかう 
かひょ したけょうす ゃょさせゅ – ゅけょ ぉせょっす かひゅおうえ, 
たけさけてうえ. ╊ひょ くぇ さっおっ ういくうおくっす うかう くぇ 
ぉっさっゅせ けしすぇくっすしは – ゅけょ ぉせょっす すはあひかにき. 

21 ぇこさっかは. [けょうけく う [せそぬ. ╄しかう 
ゃしすさっつぇ おさぇしくぇ しけかくちぇ し きっしはちっき ょけ-
ぉさぇは – はしくにえ ょっくぬ う たけさけてっっ かっすけ, ぇ 
っしかう たせょぇは – くっくぇしすぬっ う こかけたけっ かっすけ.

24 ぇこさっかは. ┿くすけく ‶けかけゃけょ. ‶け ゃけょっ 
け たかっぉせておっ ゅぇょぇえ. ╄しかう ゃけょに くっ ゃしおさに-
かうしぬ, すけ ゃっしくぇ こけいょくはは う かっすけ こかけたうき 
こさけしすけうす. 

27 ぇこさっかは. ╋ぇさすにく ╊うしけゅけく. ‶け 
こさうきっすぇき けたけすくうおけゃ, ねすけ ょっくぬ こっさっしっ-
かっくうは かうしうち しけ しすぇさにた ゃ くけゃにっ くけさに. 
]つうすぇっすしは, つすけ こっさゃにっ すさう ょくは う すさう 
くけつう しゃけっゅけ くけゃけしっかぬは ぉにゃぇのす けくう う 
しかっこに, う ゅかせたう. 

14
Ïèêèðóéòå ðàññàäó. Âû-

ñåâàéòå çåëåíü è ëèñòîâûå 

êóëüòóðû íà ðàññàäó.

15
Ïîëåçíû ïîëèâû è ïîä-

êîðìêè îðãàíèêîé. 

16
Äëÿ ïîñàäîê íå âðåìÿ. 

Îïðûñêèâàéòå îò âðåäèòå-

ëåé è áîëåçíåé. 

17
Îáðåçàéòå è ôîðìèðóéòå 

äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè. 

Çàìà÷èâàéòå ñåìåíà. 

18
Ïåðåñàæèâàéòå êîìíàòíûå 

öâåòû. Ïðîâåäèòå ïîëèâû 

è îïðûñêèâàíèÿ. 

19
ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ. 

Ïðîâåäèòå ìåðîïðèÿòèÿ ïî 

óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïî÷âû. 

20
Ïîñàäêà è ïîñåâ êîðíå-

ïëîäîâ, ëóêà íà ðåïêó 

è ëóêîâè÷íûõ öâåòîâ. 

21
Âûñåâàéòå íà ðàññàäó ëåò-

íèêè – ïåòóíèþ, ãâîçäèêó, 

äóøèñòûé ãîðîøåê.  

22
Áëàãîïðèÿòíû ïîñàäêè 

ëóêîâè÷íûõ öâåòîâ, ïîñåâû 

îñòðûõ è ïðÿíûõ ðàñòåíèé. 

23
Õîðîøî ïðîâåñòè ïîäêîðì-

êè ìèíåðàëüíûìè è îðãà-

íè÷åñêèìè óäîáðåíèÿìè. 

24
Îïðûñêèâàéòå îò 

âðåäèòåëåé. 

Ïîñàäêè îòëîæèòå. 

25
Ïîâðåìåíèòå ñ ëþáûìè 

ïîñàäêàìè. Óáèðàéòå, 

î÷èùàéòå ñàä îò ìóñîðà. 

26
Ñàæàéòå êîðíåïëîäû è 

ëóêîâè÷íûå ðàñòåíèÿ. Ïî-

ëèâàéòå è îïðûñêèâàéòå. 

27
Ñàæàéòå è ïåðåñàæèâàéòå 

äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè 

è ïëîäîâûå äåðåâüÿ. 

28
Ïðîâåðüòå, äîñòàòî÷íî 

ëè îñâåùåíèÿ ðàññàäå. 

Íè÷åãî íå ñàæàéòå. 

29
Ïîñàäêè, ïåðåñàäêè è ïî-

ñåâû îòëîæèòå. Î÷èùàéòå 

ó÷àñòîê îò ìóñîðà. 

30
Ïðîâåäèòå çàùèòíîå îïðû-

ñêèâàíèå ñàäîâûõ äåðåâüåâ 

è êóñòàðíèêîâ. 

31
Ìîæíî ñàæàòü çåëåíü, 

êàïóñòó,  ëèñòîâûå 

êóëüòóðû è áîáîâûå. 

1
Ïðîâåäèòå âíåêîðíåâûå 

ïîäêîðìêè îðãàíè÷åñêèìè 

óäîáðåíèÿìè. 

2
Â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ 

õîðîøî ïîñåÿòü áàõ÷¸âûå 

êóëüòóðû.

3
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ. Ïëàíèðóéòå 

áóäóùèå ïîñàäêè, ãîòîâüòå 

ïîñàäî÷íûå ÿìû â ñàäó. 

4
Ïîñàäêè íå ðåêîìåíäó-

þòñÿ. Îïðûñêàéòå ñàä îò 

âðåäèòåëåé. 

5
Âûñåâàéòå íà ðàññàäó 

êîðíåïëîäû. Õîðîøî ïåðå-

ñàæèâàòü ðîçû. 

6
Ñàæàéòå ñåëüäåðåé, áîáî-

âûå, ñïàðæó, êàïóñòó 

è ëèñòîâóþ çåëåíü. 

7
Ïîñàäêè çàâåðøèòå äî 

15.00. Íà âå÷åð çàïëàíè-

ðóéòå îáðåçêó äåðåâüåâ. 

8
Ëå÷èòå äåðåâüÿ è êóñòàð-

íèêè. Ôîðìóéòå äåêîðàòèâ-

íûå êóñòàðíèêè. 

9
Õîðîøèé äåíü äëÿ ñàäîâûõ 

ðàáîò. Ïðîâåäèòå îïðûñêè-

âàíèå îò âðåäèòåëåé. 

10
Âûñåâàéòå íà ðàññàäó 

ïîìèäîðû, îãóðöû, áàêëà-

æàíû, êàáà÷êè, òûêâó. 

11
Ñåéòå íà ðàññàäó áàõ÷¸âûå 

êóëüòóðû. Óäîáðÿéòå 

ìèíåðàëêîé. 

12
Óíè÷òîæàéòå âðåäèòåëåé. 

Ïåðåñàæèâàéòå ãåîðãèíû 

è ïèîíû.

13
Ïîëèâû è ïîäêîðìêè íå 

ýôôåêòèâíû. Âûñåâàéòå 

ñóõîöâåòû. 

14
Ïåðåñàæèâàéòå è ñàæàéòå 

êîìíàòíûå öâåòû. Ñàæàéòå 

äåðåâüÿ. 

15
Îáðàáàòûâàéòå çåìëþ, 

âûñåéòå óêðîï. Ñàæàéòå 

ïèîíû è íàðöèññû. 

16
Ñàæàéòå òîìàòû, ïåðöû, 

ëóê, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ 

äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ. 

17
Õîðîøî ïåðåñàæèâàòü 

äåêîðàòèâíûå êóñòàðíèêè, 

âûñåâàòü îäíîëåòíèêè. 

18
ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ. Âîçäåðæè-

òåñü îò ñàäîâûõ è îãîðîäíûõ 

ðàáîò. Îòäîõíèòå. 

19
Îïðûñêèâàéòå ñàäîâûå 

äåðåâüÿ îò âðåäèòåëåé è 

áîëåçíåé. 

20
Íå ñàæàéòå êîðíåïëîäû. 

Âûñåâàéòå ïðÿíûå òðàâû è 

ëèñòîâóþ çåëåíü. 

21
Äåíü õîðîø äëÿ ïîñàäêè 

ëóêîâè÷íûõ è îáèëüíî 

öâåòóùèõ ðàñòåíèé.

22
Íå ðàáîòàéòå ñ ïî÷âîé. 

Óíè÷òîæàéòå âðåäèòåëåé, 

æèâóùèõ íà çåìëå. 

23
Ðàçâÿæèòå êóñòû ìàëèíû, 

çåìëÿíèêó ïðèêðîéòå 

ïë¸íêîé. 

24
Âûñàæèâàéòå ðàññàäó ëóêà 

è îâîùè, ïðåäíàçíà÷åííûå 

äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ. 

25
Ïðîâåòðèòå òåïëèöû. 

Ïðîïàëûâàéòå è óäàëÿéòå 

ëèøíèå ïîáåãè. 

26
Ïîñàäêè è ïîñåâû îò-

ëîæèòå íà äðóãîé äåíü. Íå 

ïèêèðóéòå ðàññàäó. 

27
Óäîáðÿéòå îðãàíèêîé. Ïðî-

âåäèòå îïðûñêèâàíèå îò 

ãðèáêîâûõ çàáîëåâàíèé. 

28
Çàãîòàâëèâàéòå ÷åðåíêè äëÿ 

ïðèâèâîê. Âûñåâàéòå çå-

ëåíü è ëèñòîâûå êóëüòóðû. 

29
Ïðèâèâàéòå, óêîðåíÿéòå 

÷åðåíêè, ïîëèâàéòå ñàä. 

30
Ñàæàéòå öâåòíóþ êàïóñòó 

ïîä ïë¸íêó. Îñòàëüíûå 

ïîñàäêè îòëîæèòå. 

ÌÀÐÒ -
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‶け きっさっ すけゅけ, おぇお こけょ ゃっしっくくうき 

しけかくちっき しくっゅ くぇつうくぇっす しぇょうすぬしは 
う お せつぇしすおせ きけあくけ ぉせょっす こさけえすう, 
しぇょけゃけょせ しかっょせっす ゃくうきぇすっかぬくけ 
けしきけすさっすぬ ゃしっ ょっさっゃぬは う おせしすぇさ-
くうおう. ╉ぇお けくう こっさっくっしかう いうきせ? 
¨しゃけぉけょうすっ うた ゃっすおう けす しくっゅぇ, 
つすけぉに こさう っゅけ すぇはくうう う けしっょぇくうう 
けくう くっ こけかけきぇかうしぬ. ]くっゅ ゃけおさせゅ 
てすぇきぉけゃ きけかけょにた ょっさっゃぬっゃ こさう-
すぇこすにゃぇのす. 〈ぇかぇは ゃけょぇ ゃにゅけくはっす 
ゅさにいせくけゃ うい くけさ, う ゃっさけはすくけしすぬ 
こけゃさっあょっくうは うきう おけさに きけかけょにた 
こかけょけゃにた ょっさっゃぬっゃ ゃけいさぇしすぇっす. 
╄しかう きにてう くぇくっしかう ゃさっょ はぉかけ-
くはき, しこっちうぇかうしすに さっおけきっくょせのす 
ょっかぇすぬ しかけあくにっ こさうゃうゃおう — 
«きけしすうおう».

′っ ゃしっ かのぉうすっかう けぉかぇょぇのす 
せきっくうっき のゃっかうさくけ さぇぉけすぇすぬ, しけ-
ゃっさてぇは ねすせ けこっさぇちうの. ′け ゃにたけょ 
うい ぉっょに っしすぬ. ]うかぬくけ けおけかぬちけゃぇく-
くにっ きにてぇきう ょっさっゃぬは こけかくけしすぬの 
しこうかうゃぇのす くうあっ きっしすぇ こけゃさっあ-
ょっくうは. ¨ぉさぇいけゃぇくくにえ こっくぬ ぇおおせ-
さぇすくけ いぇつうとぇのす けしすさにき くけあけき 
(ゃけ ういぉっあぇくうっ さゃぇくにた さぇく) う けぉ-
きぇいにゃぇのす すけさっち しぇょけゃにき ゃぇさけき, 
こかぇしすうかうくけき うかう ゅせしすけえ おさぇしおけえ. 
╁っしくけえ いぇ しつひす きけとくけえ おけさくっ-
ゃけえ しうしすっきに うい しこはとうた こけつっお くぇ 
けしすぇゃてっえしは おけさっ こけえょせす ゃ さけしす 
けつっくぬ しうかぬくにっ こけぉっゅう.

╁ しかせつぇはた, おけゅょぇ こけゃさっあょっくうは 
くぇ ょっさっゃぬはた ぉにゃぇのす くっ しこかけて-
くにきう, ぇ すけかぬおけ つぇしすうつくにきう, 
ゃこけかくっ ょけしすぇすけつくけ ぉせょっす けぉ-
きぇいぇすぬ うた けょくうき うい くぇいゃぇくくにた 
ゃにてっ きぇすっさうぇかけゃ. 〈けかぬおけ くっ けす-
おかぇょにゃぇえすっ ねすせ さぇぉけすせ: こけょ ゃっ-
しっくくうき しけかくちっき こけゃさっあょひくくにっ 
きっしすぇ ぉにしすさけ こけょしにたぇのす う ねすけ 
けすさうちぇすっかぬくけ しおぇいにゃぇっすしは くぇ 
うた いぇさぇしすぇくうう. ‶けしかっ くぇくっしっくうは 
しぇょけゃけゅけ ゃぇさぇ さぇくせ きけあくけ こさう-
おさにすぬ つひさくけえ こかひくおけえ. ‶けょ くっえ 
けくぇ いぇあうゃぇっす ぉにしすさっっ.

╄しかう てすぇきぉ う けしくけゃぇくうは しおっ-
かっすくにた ゃっすゃっえ せ ょっさっゃぬっゃ はぉかけ-
くう けしっくぬの くっ ぉにかう いぇとうとっくに 
けす こけゃさっあょっくうは しけかくっつくにきう 
けあけゅぇきう, しょっかぇえすっ ねすせ さぇぉけすせ 
ゃ くぇつぇかっ きぇさすぇ. ╂けすけゃはす さぇし-
すゃけさ ういゃっしすう (くぇ 10 か ゃけょに 2,5 
おゅ ういゃっしすう, 1 おゅ ゅかうくに う 0,3 おゅ 
きっょくけゅけ おせこけさけしぇ) う こさうたけょはす 
ょっさっゃぬはき くぇ こけきけとぬ.

╁ きぇさすっ ょかは ゃっしっくくっえ こさうゃうゃおう 
こかけょけゃにた おせかぬすせさ いぇゅけすけゃかはのす 
けょくけかっすくうっ こけぉっゅう. ╃さっゃっしうくぇ 
うた ょけかあくぇ ぉにすぬ しゃっすかけ-いっかひくけえ. 
╃かは こさうゃうゃおう くっこさうゅけょくに こけょ-
きひさいてうっ こけぉっゅう. ╁に かっゅおけ うた 
さぇいかうつうすっ こけ しゃっすかけ-おけさうつくっゃけ-
きせ うかう すひきくけ-おけさうつくっゃけきせ ちゃっすせ 
ょさっゃっしうくに.

′┿ ╆┿╋╄〈╉〉

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
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╀けかぬてけえ しぇあっくっち はぉかけくう くっ 

しぇきにえ たけさけてうえ. ]ぇょけゃけょに けぉにつ-
くけ しすぇさぇのすしは こさうけぉさっしすう しぇあっく-
ちに おさせこくにっ, すさひたかっすおう. ╁ こう-
すけきくうおぇた ゃにおぇこにゃぇのす さぇしすっくうは 
こかせゅけき. ¨く けしすぇゃかはっす せ おさせこくけゅけ 
しぇあっくちぇ かうてぬ 20-30% おけさくっえ. 
』すけぉに すぇおけえ しぇあっくっち こさうあうかしは, 
くせあくけ こさぇおすうつっしおう ゃしの っゅけ おさけ-
くせ せょぇかうすぬ. [ぇしすっくうっ ぉせょっす ょけかゅけ 
ぉけかっすぬ. 〉 しぇあっくちっゃ けょくけかっすけお う 
ょゃせたかっすけお おさけくぇ くっ さぇいゃうすぇ うかう 
っひ しけゃしっき くっす – けょうく こさせすうお, 

いぇすけ う おけさくう こけゃさっあょぇのすしは いくぇ-
つうすっかぬくけ きっくぬてっ. 〈ぇおけえ しぇあっくっち 
こさうあうゃぇっすしは  ぉにしすさっっ  う  けぉゅけ-
くはっす  ゃ ょぇかぬくっえてっき ゃ さけしすっ すさひた-
かっすおせ. 

‶[¨]〈¨ ╇ ′┿╃┱╅′¨
╄しかう させつくぇは こうかぇ しおさうこうす, いぇ-

しすさっゃぇっす う し すさせょけき こうかうす, こさけ-
すさうすっ っひ いせぉちに きにかけき. ぁすけす しけ-
ゃっす こけきけあっす う ゃ すけき しかせつぇっ, っしかう 
こうかぇ こかけたけ ぉっさひす しにさけっ うかう しきけ-
かうしすけっ ょっさっゃけ. 』すけぉに くけあくうちに 
かせつてっ さっいぇかう, うた かっいゃうは くぇょけ 
しかっゅおぇ しきぇいぇすぬ ゃけしおけき しゃっつう うかう 
こぇさぇそうくけき. 

╄]╊╇ 〉』┿]〈¨╉ 
╁ ′╇╆╇′╄ 
] こけゃにてっくくけえ ゃかぇあくけしすぬの 

きけあくけ ぉけさけすぬしは, ゃにさにゃ すさぇくてっの 
こけ こっさうきっすさせ せつぇしすおぇ う くっ いぇぉに-
ゃぇすぬ こさけつうとぇすぬ っひ おぇあょせの ゃっしくせ 
う けしっくぬ. 』すけぉに ゃけょぇ くっ いぇしすぇう-
ゃぇかぇしぬ くぇ ょけさけあおぇた, うしこけかぬいせえすっ 
ゃ おぇつっしすゃっ ょさっくぇあぇ こかぇしすうおけゃにっ 
ぉせすにかおう, こせしすにっ おけくしっさゃくにっ 
ぉぇくおう う ょさせゅけえ くっ しゅくうゃぇのとうえ 
きぇすっさうぇか. 

]┿╃
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』すけぉに ゃぇてぇ ちゃっすけつくぇは ゅさはょおぇ ぉにかぇ おさぇしうゃけえ, ぇ 
ゃしっ さぇしすっくうは すけつぬ-ゃ-すけつぬ, おぇお くぇ おぇさすうくおっ – いぇぉけすぬ-
すっしぬ け いょけさけゃぬっ ちゃっすけゃ: せつうすにゃぇえすっ うた すさっぉけゃぇくうは お 
けしゃっとっくうの う ゃにしけすせ. 

]ゃっすけかのぉうゃにき ちゃっすぇき (こけょしけかくっつくうおせ, ぇしすさっ, 
そかけおしせ) くっけぉたけょうきけ しけかくっつくけっ すっこかけ, う ねすけ くせあくけ 
せつうすにゃぇすぬ こさう こかぇくうさけゃぇくうう ちゃっすくうおぇ. ╄しかう せつぇ-
しすけお ゃかぇあくにえ う すっくうしすにえ – けすょぇえすっ こさっょこけつすっくうっ 
すっくっゃにくけしかうゃにき う ゃかぇゅけかのぉうゃにき ちゃっすぇき: かぇくょに-
てぇき, たけしすっ, そうぇかおぇき, うさうしぇき, かのすうおぇき. 

[ぇししつうすにゃぇえすっ こけしぇょおう すぇお, つすけぉに おかせきぉぇ ちゃっかぇ 
ゃしひ かっすけ. ╃かは ねすけゅけ こけしぇょうすっ ちゃっすに し さぇいくにき ゃさっきっ-
くっき ゃしたけょけゃ. 〈ぇおあっ しけしっょしすゃけゃぇすぬ きけゅせす けょくけかっすくうっ 
う きくけゅけかっすくうっ さぇしすっくうは. ′け くっ いぇぉせょぬすっ, ょゃせたかっすくうっ 
ちゃっすに (てすけお-さけいぇ, すせさっちおぇは ゅゃけいょうおぇ, きぇさゅぇさうすおぇ) 
さぇしこせしすはすしは すけかぬおけ くぇ しかっょせのとうえ ゅけょ, う ちゃっしすう ぉせ-
ょせす すけあっ すけかぬおけ けょうく しっいけく. ′っ いぇちゃっすひす ゃ こっさゃにえ 
しっいけく う ぉけかぬてうくしすゃけ きくけゅけかっすくうおけゃ: ょせてうしすにえ ゅけ-
さけてっお, ぇおゃうかうゅっは, ゅぇえかぇさょうは. 

╇い-いぇ ょかうくくけゅけ こっさうけょぇ ちゃっすっくうは けょくけかっすくうおう ゃに-
さぇとうゃぇのす つっさっい さぇししぇょせ. ]っえつぇし こけさぇ しっはすぬ ぇしすさせ, 
そかけおしに, かぬゃうくにえ いっゃ, こっすせくうの, ゃっさぉっくせ. ‶さう こけしぇょおっ 
うしこけかぬいせえすっ しこっちうぇかぬくにっ しきっしう ょかは ゃにさぇとうゃぇくうは さぇし-
しぇょに, ぇ くっ うしすけとひくくせの いっきかの うい-こけょ ょけきぇてくうた ちゃっすけゃ. 

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

╊〉╉¨╁╇』′｠╄ 
]╄╉[╄〈｠ 

ぅ こけつすう おぇあょせの ゃっしくせ こさう-
けぉさっすぇの かせおけゃうちに ゅかぇょうけかせ-
しけゃ. 』ぇしすけ かせおけゃうちに, し ゃうょせ 
いょけさけゃにっ, けおぇいにゃぇのすしは ぉさぇおけ-
ゃぇくくにきう: ちゃっすに くういおうっ, ぉけかぬ-
くにっ. ╉ぇお くっ けてうぉうすぬしは こさう 
ゃにぉけさっ かせおけゃうち ゅかぇょうけかせしけゃ? 

〈ぇきぇさぇ 〈うとっくおけ, 
こっくしうけくっさおぇ

╉ぇつっしすゃけ おかせぉくっかせおけゃうち 
いぇゃうしうす ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ けす せしかけゃうえ うた ゃにさぇとうゃぇ-
くうは, う, おけくっつくけ, けす すけゅけ, こさぇゃうかぬくけ かう たさぇくうかしは こけ-
しぇょけつくにえ きぇすっさうぇか. ╉かせぉくっかせおけゃうちに ょけかあくに ぉにすぬ 
たけさけてけ ゃにいさっゃてうきう, し くっすひきくにきう おけさうつくっゃにきう ぉせ-
ゅけさおぇきう.  ′っ こさうゅけょくに しきけさとっくくにっ, いぇすゃっさょっゃてうっ 
うかう きはゅおうっ かせおけゃうちに, こけおさにすにっ ゃょぇゃかっくくにきう おけ-
さうつくっゃにきう こはすくぇきう. ′っ ぉっさうすっ ぉけかぬてうっ う こかけしおうっ 
かせおけゃうちに, けくう しすぇさにっ う こけつすう くっ ょぇのす ょっすけお. ╇ せあっ 
つっさっい ゅけょ-ょゃぇ ゃぇき こさうょひすしは うた ゃにぉさけしうすぬ. 

]ぇきけっ くっこさうはすくけっ, つすけ しさっょう ゃしった かせおけゃうつくにた 
う おかせぉくっかせおけゃうつくにた さぇしすっくうえ, ゅかぇょうけかせしに はゃかは-
のすしは くぇうぉけかっっ こけさぇあぇっきけえ おせかぬすせさけえ, ゃけいきけあくけ, 
うきっくくけ こけねすけきせ ゃぇてう ちゃっすに つぇたかう. ╀けかっいくう ゅかぇょう-
けかせしけゃ つぇしすけ ぉにゃぇのす うい-いぇ くぇさせてっくうは すったくけかけゅうう 
ゃにさぇとうゃぇくうは, くっしゃけっゃさっきっくくけえ ゃにおけこおう う くっこさぇ-
ゃうかぬくけゅけ たさぇくっくうは. ‶けねすけきせ こさう こけおせこおっ おかせぉくっ-
かせおけゃうち ゅかぇょうけかせしけゃ せ つぇしすくにた かうち くっ しすっしくはえすっしぬ 
しこさけしうすぬ, おぇお ぉにかう けぉさぇぉけすぇくに かせおけゃうちに こけしかっ 
ゃにおけこおう.  ╄しかう ゃに こけおせこぇっすっ かせおけゃうちに ゅかぇょうけかせ-
しけゃ いぇ くっしおけかぬおけ きっしはちっゃ ょけ こけしぇょおう, すけ こさけゃっさぬすっ 
うた くぇ すゃひさょけしすぬ, くぇかうつうっ ゅくうかけしすくけゅけ いぇこぇたぇ, くぇ 
しせたけしすぬ. ╄しかう ゃしひ たけさけてけ, しかけあうすっ おかせぉくっかせおけゃう-
ちに ゃ こけかけすくはくにえ きってけつっお う こけかけあうすっ ゃ はとうお ょかは 
けゃけとっえ ゃ たけかけょうかぬくうおっ. 
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]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

]こっちすったくうおぇ

〉しかせゅう

╂させいけこっさっゃけいおう

[ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╅うゃけすくにっ

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っくけ. 8-902-26-15-461.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〈さぇくしこけさす

╁ぇおぇくしうう ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. (′╀‶), おけきくぇすせ ゃ 
2-おけきく. おゃ. 8-922-20-94-627.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ. 8-902-87-78-669.
[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., させししおうき. 8-912-
26-48-500.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, ぉかぇゅけせしすさ. 8-961-76-29-635.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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., ゃ 2-たおゃぇさすうさくけき 
ょけきっ (1/2 ょけきぇ), 68,8 き2, 65-にえ おき 
[っあっゃしおけゅけ すさぇおすぇ, いっき. せつ-お 24 
しけす., ぉぇくは, こさうしすさけえおう, しおゃぇあうくぇ. 
╁けいきけあっく けぉきっく. 8-919-36-92-
924, 8-982-60-89-163.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, 10,5 しけす., こ. ¨おすはぉさぬしおうえ, 
くっょけしすさけえ, ねか-ゃけ, さはょけき ぇゃすけぉせしくぇは 
けしすぇくけゃおぇ, ぉっさっいけゃぇは さけとぇ, いぇ せつぇしす-
おけき させつっえ. ]けぉしすゃっくくうお. 『. 230 す.さ. 
8-912-26-59-528, 8-912-04-03-492.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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).

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉うけしお. 8-908-90-31-708.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ]かっしぇさぬ こけ すった. けぉしかせあうゃぇ-
くうの し/た すったくうおう, け/さ, くぇかうつうっ 
せょけしすけゃっさっくうは すさぇおすけさうしすぇ, い/こ 
15 す.さ. + こさっきうう, しけち. こぇおっす. 
8-904-38-99-162, 383-11-72 (73).

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ‶けきけとくうお ゃけしこうすぇ-
すっかは (ょっすしおうえ しぇょ わ6). 4-20-92.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ しすけかけゃせの くぇ せか. ╉うさけゃぇ, 63,  
すさっぉせっすしは きけえとうちぇ-せぉけさとうちぇ, 
ぉっい ゃ/こ. 8-950-19-51-953.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すょっかけつくうおう, きけくすぇあくうおう 
くぇすはあくにた こけすけかおけゃ. 290-88-03.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ すさっぉせのす-
しは: きぇしすっさ しせてうかぬくにた おぇきっさ, 
うくあっくっさ こけ けたさぇくっ すさせょぇ, 
しすけかはさに-しすぇくけつくうおう, けすょっ-
かけつくうお. 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ "》ぇさけく" すさっぉせっすしは ゃけょう-
すっかぬ. 8-922-15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ しすさけうすっかぬくにた しこっ-
ちうぇかぬくけしすっえ, い/こ ょけしすけえくぇは. 
8-922-17-73-351.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ き-く おぇくちすけゃぇさけゃ 
(けす 25 かっす). 8-902-26-24-413.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ くぇ ╂┿╆っかぬ. 8-908-
908-8776.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

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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╆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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀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).

[╄╉╊┿╋┿

『》〉を〈〉 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ねかっおすさけきけくすっさ 

(きせあ., 25-40 かっす, けぉさぇいけゃぇくうっ 
くっ くうあっ しさっょ.-しこっち., ぉっい ゃ/こ, 
あっかぇすっかぬくけ ゅさせここぇ ょけこせしおぇ 
くっ くうあっ 3-4)
• しせてうかぬとうお-いぇこけかくうすっかぬ 

(きせあ., 25-40 かっす, けぉさぇいけゃぇくうっ 
くっ くうあっ しさっょ.-しこっち., ぉっい ゃ/こ )

4-000-4

[╄╉╊┿╋┿

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

• ┎┍┋┍┘┌┇┉ ┎┄┉〞┏┞ (┋┒┅┖┇┌〞)

• ┒─┍┏┘┇┕┚

• ┉┊〞┃┍━┘┇┉┇

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

‶╄[╄〈ぅ╅╉┿ ╇ 
[╄╋¨′〈 ╋ぅ╂╉¨╈ 

╋╄╀╄╊╇
‶っくしうけくっさぇき しおうょおう!

8-906-80-17-443
4-50-38 (ゃっつっさけき)

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

づぎとずんぜん

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
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

[╄╉╊┿╋┿

ザ┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ 

"Ëèäåð ïëþñ"
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒

• ┏┅┊─┐┅┉
• ┊┎┍┄┈┒┅┐┎│

┎┏┄┃┍┐┑〞━┊┞┄┑┐┞ 
┍─┘┄┅┇┑┇┄

8-904-54-00-035

[╄
╉╊

┿╋
┿

だだだ "ゐñëñ£Üçï¡óú ëñ½ÜÖöÖÜ-½ñêíÖóôñï¡óú £íçÜÑ" 

 《》′╇[╄ぁ╄╉』 〈╄ 》╄╅〉』【:
Öíôí¿áÖó¡í Üôíïö¡í ÜöÇëÜ£¡ó, ß¿íÇÜÜïöëÜúïöçí ó ëñ½ÜÖöí

çÜÑóöñ¿　 äÜÇëÜ£ôó¡í – ÇëÜ£ôó¡í (Ü/ë, £/ä Üö 17000 ëÜß.)

ü¿óâÜçàó¡í 5 ëí£ë　Ñí (£/ä Üö 20000 ëÜß.)

╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ïîñåëêàõ ÁÃÎ.

〈っかっそけくに けすょっかぇ おぇょさけゃ: 8 (34369) 4-59-87,  8-904-98-87-725
e-mail: ok_brmz@km.ru

[╄╉╊┿╋┿

だだだ "ぢëÜ½▲ü¿ñÖÖí　 äñëïäñ¡öóçí"
 《》′╇[╄ぁ╄╉』 〈╄ 》╄╅〉』【

といそちはけぬと つしときかいせふに 
たそすかはかせけこ

£/ä 7500 ëÜß.
╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ïîñåëêàõ ÁÃÎ.

〈っかっそけくに けすょっかぇ おぇょさけゃ: 8 (34369) 4-59-87,  8-904-98-87-725

[╄
╉╊

┿╋
┿

]けちうぇかぬくけ-こぇすさけくぇあくけっ けすょっかっくうっ 
"╆ぇぉけすぇ"

こさけそっししうけくぇかぬくにえ せたけょ いぇ ぉけかぬくにきう, 
おさせゅかけしせすけつくけっ けぉしかせあうゃぇくうっ, 

こうすぇくうっ, ゃさぇつ, しけち. すぇおしう

8 (3439) 32-73-89, 8-950-19-79-470 

[╄
╉╊

┿╋
┿

┶》╉╅【╉』『ょ ╄╇╉〈』 
《〉 》╉‶[╄]╉ 

4-90-35, 4-40-56
[╄╉╊┿╋┿

┶》╉╅【╉』『ょ 
╆〉╈′』╉[ぉ 

し かっゅおけゃにき ぇゃすけきけぉうかっき 
い/こ 13 000 させぉ.

4-88-11, 4-90-33

[╄
╉╊

┿╋
┿



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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66048. 〈うさぇあ 2920 ̈ ぉなっき 3 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

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

12 ìàðòà
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

]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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

- 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)

!

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

しけしすけうすしは こさけょぇあぇ 
おせさ-くっしせてっお う きけかけょけお 

し 10-00 ょけ 12-00 くぇ さにくおっし 10-00 ょけ 12-00 くぇ さにくおっし 10-00 ょけ 12-00 くぇ さにくおっ

Â ïÿòíèöó 18 ìàðòà

[╄╉╊┿╋┿

╁ 55 – ゃしっ こさけしすけ, はしくけ,
╅うゃっすしは さぇょけしすくけ, かっゅおけ!

╇ ゃ くぇしすけはとっき ゃしっ こさっおさぇしくけ,
╇ けしっくぬ あういくう ょぇかっおけ!

‶せしすぬ しつぇしすぬっ ぉせょっす し ゃぇきう さはょけき
╇ ょぇさうす ぉかっしお かのぉゃう ゅかぇいぇき!

‶せしすぬ しけゅさっゃぇっす くっあくにき ゃいゅかはょけき, 
〈けす つっかけゃっお, つすけ ょけさけゅ ╁ぇき!

‶せしすぬ ぉせょせす しけかくっつくにきう ゅけょに
╇ はしくにき ぉせょっす ゅけさういけくす!

╇ こせしすぬ こけょ きせいにおせ こさうさけょに
Ê Âàì â äîì ãàðìîíèÿ âîéäåò!

БMO=:EL?JBY ООО ТД "Р?=ME"

ОL <K?C >MRB IHA>J:<EY?F 

ИE=:LH<M 
Н:L:EVX В:KBEV?<GM 

K Ю;BE??F!

[╄╉╊┿╋┿

]っきぬは

ゅけさはつけ かのぉうきにた 
╁ぇかっくすうくせ ╂っけさゅうっゃくせ ╉けさおけょうくけゃせ う 
╂っさきぇくぇ ┿かっおしぇくょさけゃうつぇ ╋ぇさすにくけゃぇ 

し ╆けかけすけえ しゃぇょぬぉけえ!

‶けいょさぇゃかはっき

╅っかぇっき いょけさけゃぬは 
う しつぇしすかうゃにた かっす 

しけゃきっしすくけえ 
あういくう!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÀ 

Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à 
ñ Þáèëååì!

êîëàåâè÷à êîëàåâè÷à 
åì!åì!

Ïóñêàé äóøà íå çíàåò õîëîäà,
Êàê ÿñíûé äåíü, êàê ñàä â öâåòó,
Ïóñòü áóäåò ñåðäöå âå÷íî ìîëîäî,
Äîáðîì âñòðå÷àÿ äîáðîòó!
Ìû îò äóøè òåáå æåëàåì
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîëãèõ ëåò!
È ïóñòü ñóäüáà íåñåò ëèøü ðàäîñòü,
Õðàíÿ òâîé äîì îò âñÿêèõ áåä!

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè


