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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, 18 きぇさすぇ
ぅしくけ, ょくひき 0-2, くけつぬの -12-14
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 756 きき さす.しす.
]せぉぉけすぇ, 19 きぇさすぇ

ぅしくけ, ょくひき -2-4, くけつぬの -10-12
╁っすっさ のあくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 755 きき さす.しす.
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╆ゃひいょくにっ ゃけしこうすぇくくうおう ╁かぇょうしかぇゃぇ ‶っすさけゃぇ – 
╁ぇかっくすうく ╉かっししけ, ╉うさうかか ¨しうくちっゃ う ┿かっおしぇくょさ ]ぇかはたけゃ 
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けぉなはゃかはっす くぇぉけさ 

おぇくょうょぇすけゃ くぇ ょけかあくけしすぬ 
╂かぇゃに すっささうすけさうぇかぬくけゅけ 
けすょっかぇ 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 こけ こ. ╉っょさけゃおっ.
╉ゃぇかうそうおぇちうけくくにっ 

すさっぉけゃぇくうは: 
ゃにしてっっ こさけそっししうけくぇかぬくけっ 

けぉさぇいけゃぇくうっ, 
しすぇあ きせくうちうこぇかぬくけえ 
(ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ) 
しかせあぉに くっ きっくっっ 

つっすにさひた かっす 
かうぉけ しすぇあ さぇぉけすに 
こけ しこっちうぇかぬくけしすう 
くっ きっくっっ こはすう かっす.
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ÇÎËÎÒÛÅ ÏÎÁÅÄÛ – ÇÎËÎÒÎÌÓ ÃÎÐÎÄÓ
╁かぇょうしかぇゃ ‶╄〈[¨╁, すさっくっさ ╃ぃ]【

╆┿ 11-かっすくのの うしすけさうの けすょっかっくうは こかぇゃぇくうは ゃ かぇしすぇた ぉにかけ きくけゅけ こけぉっょ, くけ ねすぇ 
けおぇいぇかぇしぬ けしけぉっくくけえ: ゃこっさゃにっ ょゃけっ くぇてうた こぇさくっえ – ╉うさうかか ¨しうくちっゃ う ┿かっお-

しぇくょさ ]ぇかはたけゃ – こさうゃっいかう いけかけすけ し きうさけゃけゅけ すせさくうさぇ, こけぉっょうゃ ゃ ねしすぇそっすくけき いぇこかに-
ゃっ しさっょう きせあつうく! 

′ぇ こっさゃけき ねすぇこっ おせぉおぇ きうさぇ, こさけたけょうゃてっき 
し つっすゃひさすけゅけ こけ てっしすけっ きぇさすぇ ゃ ╁っくゅさうう, ゃしひ 
ぉにかけ こけ-ゃいさけしかけきせ. 360 せつぇしすくうおけゃ しけ ゃしった 
おけくちけゃ しゃっすぇ ゃにてかう くぇ ゅけかせぉにっ ょけさけあおう, つすけ-
ぉに けこさっょっかうすぬ かせつてうた しこけさすしきっくけゃ くぇ しっゅけょ-
くはてくうえ ょっくぬ. ]すせょっくす 〉さ《〉 ╉うさうかか ¨しうくちっゃ 
う せつぇとうえしは ¨〉 わ1 ┿かっおしぇくょさ ]ぇかはたけゃ ゃにて-
かう くぇ ねしすぇそっすせ 4た50 き ゃ おかぇししうつっしおうた かぇしすぇた 
しさっょう きせあつうく う けおぇいぇかうしぬ くぇ こっさゃけえ しすせこっくう 
こぬっょっしすぇかぇ!  

′け くぇ ねすけき しつひす きっょぇかはき くっ いぇおけくつうかしは. 
]さっょう ょっゃせてっお いけかけすせの くぇゅさぇょせ ゃ ぇくぇかけ-
ゅうつくけえ ょうしちうこかうくっ いぇゃけっゃぇかぇ こさっょしすぇ-
ゃうすっかぬくうちぇ ¨〉 わ2 ╁ぇかっくすうくぇ ]すさっかぬくう-
おけゃぇ (けくぇ ゃにこけかくうかぇ う くけさきぇすうゃ きぇしすっさぇ 
しこけさすぇ [けししうう). ]すせょっくす っおぇすっさうくぉせさゅしおけゅけ 
おけかかっょあぇ ╂っけさゅうえ ╁かぇしけゃ, おさけきっ いけかけすぇ 
ゃ のくけてっしおけえ ねしすぇそっすっ, ゃにうゅさぇか かうつくせの 
ょうしすぇくちうの 100 きっすさけゃ し ぇおゃぇかぇくゅけき, ぉにか 
ゃすけさにき くぇ 50 き くにさはくうっ う ゃ こぇさっ し ╁ぇかっく-
すうくけき ╉かっししけ (¨〉 わ33) ゃいはか しっさっぉさけ ねしすぇ-
そっすに 4た100 き. 

╁ ╁っくゅさうの ゃけしこうすぇくくうおう ╃ぃ]【 こさうったぇかう 
うい ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅぇ, ゅょっ こさけたけょうかう しすぇさすに 
おせぉおぇ [けししうう う こっさゃっくしすゃぇ [けししうう こけ しこけさ-
すうゃくけきせ ょぇえゃうくゅせ. ╁ おせぉおっ [けししうう けすかうつう-
かうしぬ ¨かぬゅぇ ╉けさっくっゃしおぇは う せつぇとうえしは かうちっは 
わ7 ╄ゃゅっくうえ ]きうさくけゃ. ¨かぬゅっ せょぇかけしぬ ゃに-
うゅさぇすぬ つっすにさっ きっょぇかう ゃにしてっえ こさけぉに: けょくぇ 
ょけしすぇかぇしぬ ゃ しけしすぇゃっ ねしすぇそっすくけえ つっすゃひさおう 

4た100, っとひ すさう  – くぇ ょうしすぇくちうはた 50, 100 う 
200 きっすさけゃ ゃ おかぇししうつっしおうた かぇしすぇた. ¨かは ゃに-
うゅさぇかぇ し ょゃせきは さっおけさょぇきう [けししうう しさっょう あっく-
とうく う さっおけさょけき きうさぇ しさっょう ょっゃせてっお. ╄ゃゅっ-
くうえ ゃ しゃけの けつっさっょぬ こけおぇいぇか つっすにさっ かせつてうた 
さっいせかぬすぇすぇ しっいけくぇ しさっょう のくけてっえ, けく – かうょっさ 
さっえすうくゅぇ のくうけさしおけえ しぉけさくけえ しすさぇくに. ╉しすぇすう, 
し 11 こけ 13 きぇさすぇ ╄. ]きうさくけゃ こけ こさうゅかぇてっくうの 
そさぇくちせいしおけゅけ おかせぉぇ せつぇしすゃけゃぇか ゃ さけいにゅさにてっ 
おせぉおぇ 《さぇくちうう こけ こかぇゃぇくうの ゃ かぇしすぇた. ‶け-
きうきけ すさひた こけぉっょくにた いぇこかにゃけゃ くぇ 1500 き ゃ 
かぇしすぇた う ねしすぇそっすぇた 4た200 う 4た100 き, けく いぇゃけ-
っゃぇか すうすせか こけぉっょうすっかは おせぉおぇ 《さぇくちうう ゃ しけ-
しすぇゃっ おけきぇくょに. 

╁こっさゃにっ くぇてう さっぉはすぇ せつぇしすゃけゃぇかう ゃ しけ-
さっゃくけゃぇくうはた こけ しこけさすうゃくけきせ ょぇえゃうくゅせ. ╇ 
こっさゃにえ ぉかうく こけかせつうかしは し… きっょぇかはきう. ╉さけきっ 
ぉさけくいに ゃ おけきぇくょくけえ ょうしちうこかうくっ (100 き こけ-

かけしぇ こさっこはすしすゃうえ) ╁ぇかっくすうく ╉かっししけ  う ┿かっお-
しぇくょさ ]ぇかはたけゃ こさけこかにかう ょうしすぇくちうの 300 き 
おけきぉうくうさけゃぇくくけゅけ こかぇゃぇくうは し さっいせかぬすぇすぇ-
きう, こさっゃにてぇのとうきう くけさきぇすうゃ きぇしすっさぇ しこけさ-
すぇ [けししうう.

』っすにさっ いけかけすぇ うい しっきう きっょぇかっえ くぇ ╁しっさけし-
しうえしおうた しけさっゃくけゃぇくうはた, こはすぬ いけかけすにた きっょぇかっえ 
うい ゃけしぬきう くぇ きっあょせくぇさけょくにた しけしすはいぇくうはた, すさう 
きぇしすっさぇ しこけさすぇ [けししうう – すぇおけゃけ くぇつぇかけ しっいけくぇ 
2011 ゅけょぇ. 〈ぇお ょっさあぇすぬ!

]╊¨╁¨ – ╂╄[¨ぅ╋
╁ぇかっくすうく ╉╊╄]]¨:
– ╁こっさゃにっ いぇゃけひゃにゃぇの きっょぇかう くぇ しすけかぬ 

こさっしすうあくにた しけさっゃくけゃぇくうはた. ]ぇき さぇょ う さけょくにっ 
しつぇしすかうゃに. ╁ くにくってくっき ゅけょせ こかぇくうさせの しょぇすぬ 
くぇ きぇしすっさぇ しこけさすぇ [けししうう う… せつひぉせ ゃ ておけかっ 
こけょすはくせすぬ.

┿かっおしぇくょさ ]┿╊ぅ》¨╁:
– ‶けしゃはとぇの しゃけの こけぉっょせ すさっくっさせ う しっきぬっ. 

╁ ておけかっ すけあっ いぇ きっくは ぉけかっかう, ぇ しっえつぇし こさう-
くうきぇの こけいょさぇゃかっくうは. ]こけさす ょかは きっくは – しぇきけっ 
ゅかぇゃくけっ せゃかっつっくうっ, くぇ けしすぇかぬくけっ ゃさっきっくう 
こさけしすけ くっ けしすぇひすしは.

╉うさうかか ¨]╇′『╄╁:
– ╊のぉけっ いけかけすけ, ゃ すけき つうしかっ しこけさすうゃ-

くけっ, ょけぉにすぬ くっかっゅおけ. ′ぇょけ せこけさくけ, ょっくぬ いぇ 
ょくひき すさっくうさけゃぇすぬしは, ぇ くぇ しすぇさすっ しけぉさぇすぬ 
ゃしっ くっさゃに ゃ おせかぇお う ゃにょぇすぬ しゃけえ かせつてうえ 
さっいせかぬすぇす. ╉けくっつくけ, たけすっかけしぬ ぉに っとひ くっ 
さぇい う くっ ょゃぇ こけょくはすぬしは くぇ ゃにしてせの しすせ-
こっくぬおせ こぬっょっしすぇかぇ. ‶けしすぇゃうか こっさっょ しけぉけえ 
ちっかぬ しすぇすぬ きぇしすっさけき しこけさすぇ きっあょせくぇさけょ-
くけゅけ おかぇししぇ. 

]っえつぇし けぉなはゃはす さっいせかぬすぇす いぇこかにゃぇ
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‶さうきうすっ しっさょっつくにっ こけ-

いょさぇゃかっくうは し ╃くひき さぇぉけすくうおけゃ 
あうかうとくけ-おけききせくぇかぬくけゅけ たけ-
いはえしすゃぇ う こけいゃけかぬすっ ゃにさぇいうすぬ 
ゃぇき こさういくぇすっかぬくけしすぬ いぇ ょけ-
ぉさけしけゃっしすくにえ う ぉかぇゅけさけょくにえ 
すさせょ. ′っす ょさせゅけえ すぇおけえ けすさぇし-
かう, おけすけさぇは ぉにかぇ ぉに くぇしすけかぬおけ 
すっしくけ しゃはいぇくぇ し けぉっしこっつっくうっき 
あういくっょっはすっかぬくけしすう くぇしっかっくうは, 
こさっょこさうはすうえ う せつさっあょっくうえ, 
ぉけかぬくうち う ておけか, おぇお あうかうとくけ-
おけききせくぇかぬくけっ たけいはえしすゃけ. ╀かぇ-
ゅけこけかせつうっ おぇあょけゅけ ょけきぇ, おぇあ-
ょけえ しっきぬう ゃけ きくけゅけき いぇゃうしうす 
けす せしすけえつうゃけしすう う くぇょひあくけしすう 
ねすけえ しそっさに, ぇ すぇおあっ けす こさけそっし-
しうけくぇかういきぇ う けすゃっすしすゃっくくけしすう 
さぇぉけすぇのとうた ゃ くっえ かのょっえ. 

╇しおさっくくっ あっかぇっき ゃぇき う ゃぇ-
てうき ぉかういおうき おさっこおけゅけ いょけさけ-
ゃぬは, すゃひさょけえ せゃっさっくくけしすう ゃ 
いぇゃすさぇてくっき ょくっ, せょぇつう う しっ-
きっえくけゅけ ぉかぇゅけこけかせつうは! 

╇.╁. ╉ぇさこけゃ, 
う.け. 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
╄.]. ╂けゃけさせたぇ, こさっょしっょぇすっかぬ 

╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ

‶けゃっしすおぇ 41 いぇしっょぇくうは ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ
╃ぇすぇ こさけゃっょっくうは: 17.03.2011 ゅけょぇ          ╁さっきは こさけゃっょっくうは: 09-00 つぇしけゃ

1. ¨ ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ さってっくうっ ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ けす 23.12.2010 わ185 «¨ぉ せす-
ゃっさあょっくうう ぉのょあっすぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ くぇ 2011 ゅけょ».

2. ¨ぉ せすゃっさあょっくうう けすつひすぇ け さぇぉけすっ ]つひすくけえ こぇかぇすに ╀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 いぇ 2010 ゅけょ. 

┿╉〈〉┿╊を′¨

╀╄╆ ‶┿《¨]┿ ╋┿]¨╉
′っかは ╂┿╊╇〉╊╊╇′┿, 
こけきけとくうお ゃさぇつぇ-ねこうょっきうけかけゅぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ そうかうぇかぇ ちっくすさぇ ゅうゅうっくに う ねこうょっきうけかけゅうう 
╁ ╀╂¨ こけゃにてっくうっ せさけゃくは いぇぉけかっゃぇっきけしすう ゅさうこ-

こけき, ¨[╁╇ くぇつぇかけしぬ し てっしすけゅけ しっくすはぉさは. ] ねすけゅけ 
きけきっくすぇ ぉにかけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ こけつすう 12 すにしはつ 
しかせつぇっゃ いぇぉけかっゃぇくうは, ゃ そっゃさぇかっ いぇそうおしうさけゃぇくけ ょゃぇ 
かぇぉけさぇすけさくけ こけょすゃっさあょひくくにた しかせつぇは いぇぉけかっゃぇくうは 
ゅさうここけき ┿/H1N1/09 swin.

] ちっかぬの こさっょせこさっあょっくうは さぇしこさけしすさぇくっくうは ねすけえ うく-
そっおちうう くぇ すっささうすけさうう けおさせゅぇ 〈¨ 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 こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃにょぇかけ こさっょこう-
しぇくうは くぇ こさけゃっょっくうっ ゃぇおちうくけこさけそうかぇおすうおう くぇしっかっくうは. 
╁ たけょっ おけきこぇくうう こさけすうゃ ゅさうここぇ こさうゃうかぇしぬ すさっすぬ ぉっさっ-
いけゃつぇく こさう くっけぉたけょうきけき せさけゃくっ ゃ 40 こさけちっくすけゃ.

] 31 はくゃぇさは こけしすぇくけゃかっくうっき ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう ぉにかう ゃゃっょっくに おぇさぇくすうくくにっ きっさけこさうはすうは こけ 

ゅけさけょせ, しぇくうすぇさくにっ ゃさぇつう けさゅぇくういけゃぇかう こさけゃっさおう 
ねこうょいくぇつうきにた けぉなっおすけゃ こけ しけぉかのょっくうの 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 こさけそうかぇおすうおっ 
ゅさうここぇ. ′ぇ 23 けぉなっおすぇた うい 85 ゃにはゃかっくに くぇさせてっくうは, 
ゃにくっしっくけ 29 こけしすぇくけゃかっくうえ 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 くぇ けぉとせの しせききせ 78400 させぉかっえ. 

╁ けしくけゃくけき こけしすぇくけゃかっくうは ゃにくけしうかうしぬ ゃ けすくけ-
てっくうう かうぉけ のさうょうつっしおうた かうち, かうぉけ けすゃっすしすゃっくくにた 
かうち, おけすけさにっ くっ ょけゃっかう くっけぉたけょうきせの うくそけさきぇちうの 
ょけ しゃけうた しけすさせょくうおけゃ. ╁ きぇゅぇいうくぇた しっすう «╉うさけゃ-
しおうえ», さぇしこけかけあっくくにた くぇ せかうちっ 〈っぇすさぇかぬくけえ, 1 う 
11, くぇおぇいぇくに 13 しけすさせょくうおけゃ, けすおぇいぇゃてうたしは くけしうすぬ 
きぇしおう ゃ せしかけゃうはた こけゃにてっくくけえ いぇぉけかっゃぇっきけしすう ゅさうこ-
こけき う ¨[╁╇.

┿╉『╇ぅ
«ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»: ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

′╄]╋¨〈[ぅ くぇ すけ, つすけ ぉっさっいけゃつぇくっ くっ こさけてかう ゃ けぉかぇしすくけえ 
こけかせそうくぇか こさけっおすぇ «╀せょぬ いょけさけゃ!», っゅけ さっぇかういぇちうの ゃ 

くぇてっき けおさせゅっ きけあくけ しつうすぇすぬ せしこってくけえ.
]っゅけょくは せあっ こけょゃっょっくに うすけゅう 

けすぉけさけつくけゅけ すせさぇ けぉかぇしすくけゅけ こさけ-
っおすぇ «╀せょぬ いょけさけゃ!». ╀っさっいけゃつぇくっ 
(ぇ こけぉっょうすっかっき しさっょう くぇてうた ょゃっ-
くぇょちぇすう おかぇししけゃ-せつぇしすくうおけゃ しすぇか 9 
«ぉ» うい かうちっは わ3 «┿かぬはくし») いぇくはかう 
ゃ けぉかぇしすう けょうくくぇょちぇすけっ きっしすけ う 
くっ こけこぇかう ゃ ょっしはすおせ しうかぬくっえてうた. 
〈ぇおうき けぉさぇいけき, こけすっさはくぇ ゃけいきけあ-
くけしすぬ ゃにしすせこうすぬ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ う 
こけぉけさけすぬしは いぇ ゅかぇゃくにえ こさうい – こけ-
っいょおせ おかぇししぇ くぇ きけさっ. ╁しっゅけ ゃ こさけ-
っおすっ こさうくうきぇかう せつぇしすうっ おけきぇくょに 
うい てっしすくぇょちぇすう ゅけさけょけゃ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう. ′ぇこけきくうき, つすけ さっぇ-
かういけゃにゃぇかしは けく ゃ すっつっくうっ ゃしっゅけ 
せつっぉくけゅけ ゅけょぇ.

¨ょくぇおけ, こけ きくっくうの けさゅぇくういぇ-
すけさけゃ, – こさっょしすぇゃうすっかっえ ¨ぉとっ-
しすゃっくくけえ こぇかぇすに ╀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 う せこさぇゃかっくうは けぉ-
さぇいけゃぇくうは, – ねすけ くっ こけゃけょ ょかは せくに-
くうは. ╁っょぬ きくけゅうっ きせくうちうこぇかうすっすに 
せつぇしすゃせのす ゃ こさけっおすっ くっ こっさゃにえ 
さぇい, せしこっかう くぇおけこうすぬ けこにす, いくぇのす, 
くぇ つひき しかっょせっす ょっかぇすぬ ぇおちっくす. ╀っ-
さひいけゃしおうえ あっ ゃ ねすけき ゅけょせ こけょおかの-
つうかしは お けぉかぇしすくけえ ぇおちうう ゃこっさゃにっ, 

こけねすけきせ ゅかぇゃくにき ょかは くぇし ぉにかぇ くっ 
こけぉっょぇ, ぇ せつぇしすうっ くぇ ょけしすけえくけき 
せさけゃくっ. ╇ ねすぇ ちっかぬ ょけしすうゅくせすぇ.

╉さけきっ すけゅけ, けさゅぇくういぇすけさに う 
せつぇしすくうおう こけょつひさおうゃぇのす こさけ-
こぇゅぇくょうしすしおせの う けぉなっょうくはのとせの 
いぇょぇつう こさけっおすぇ «╀せょぬ いょけさけゃ!»: 
ぉかぇゅけょぇさは っきせ お すっきっ いょけさけゃけゅけ 
けぉさぇいぇ あういくう せょぇかけしぬ こさうゃかっつぬ 
くっ すけかぬおけ ょっすっえ, くけ う せつうすっかっえ う 
ょぇあっ さけょうすっかっえ. ぁすけ ゃぇあくけ, すぇお 
おぇお ゃさっょくにっ こさうゃにつおう はゃかはのすしは 
ぉけかっいくぬの しけちうぇかぬくけえ. 

– ╆ぇょぇくうは きけあくけ ぉにかけ ゃにこけか-
くうすぬ すけかぬおけ しけけぉとぇ, ゃしっき おかぇししけき. 
〉つうすっかは ょぇゃぇかう しけゃっすに う くぇこさぇゃ-
かはかう, くけ きに しぇきう ゃにぉうさぇかう すけ, つすけ 
くぇき うくすっさっしくけ, う さぇしこさっょっかはかう, おすけ 
いぇ つすけ けすゃっつぇっす. ′ぇこさうきっさ, さっぉはすぇ, 
おけすけさにっ たけさけてけ さうしせのす, ょっかぇかう 
こかぇおぇすに; すけす, おすけ せきっっす ぉにしすさけ う 
おぇつっしすゃっくくけ こけょけぉさぇすぬ きぇすっさうぇか, 
ねすうき う いぇくうきぇかしは; せ おけゅけ さぇいゃうすに 
けさぇすけさしおうっ しこけしけぉくけしすう, さぇししおぇ-
いにゃぇかう きかぇょてうき おかぇししぇき け ゃさっょっ 
おせさっくうは う す.ょ. ╉けゅょぇ きに しくうきぇかう 
ゃうょっけさけかうお け さけかう しっきぬう ゃ あうい-
くう けぉとっしすゃぇ ょかは おけくおせさしぇ «╇ゃぇく 

ょぇ ╋ぇさぬは», お くぇき こけょおかのつうかうしぬ う 
さけょうすっかう. ‶さけっおす ぉにか けつっくぬ うくすっ-
さっしくにき. ╇, おけくっつくけ, おせさうすぬ ゃ おかぇし-
しっ くうおすけ くっ くぇつぇか, – ゅけゃけさうす せつっくうお 
7-ゅけ おかぇししぇ ておけかに わ1 [せしかぇく ╂うあ-
おけ, ぇおすうゃくにえ せつぇしすくうお こさけっおすぇ. 

〉あっ しっゅけょくは ゃ ておけかぇた ゅけゃけさはす け 
あっかぇくうう せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ ょぇかぬくっえてっえ 
っゅけ さっぇかういぇちうう. ╀せょっす かう けくぇ うきっすぬ 
きっしすけ, いぇゃうしうす けす こけょょっさあおう けさゅぇ-
くけゃ ゃかぇしすう くぇてっゅけ けおさせゅぇ. ╁ ねすけき 
ゅけょせ ゅかぇゃくにき うくうちうぇすけさけき ゃにしすせ-
こうかぇ けぉとっしすゃっくくけしすぬ, ぇ こさういに こさう-
けぉさっすぇかうしぬ くぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ 
しさっょしすゃぇ – そうくぇくしけゃせの こけょょっさあおせ 
けおぇいぇか ょっこせすぇす, ょうさっおすけさ ¨¨¨ «╀っ-
さひいけゃしお╃けさ]すさけえ» ′うおけかぇえ ‶っしすけゃ. 
╁ しかっょせのとっき ゅけょせ, こけ しかけゃぇき くぇ-
つぇかぬくうおぇ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは 
┿かっおしっは ╀さぇすつうおけゃぇ, こさけっおす «╀せょぬ 
いょけさけゃ!» きけあっす ぉにすぬ ゃおかのつひく ゃ 
ゅけさけょしおせの ちっかっゃせの こさけゅさぇききせ 
こさけすうゃけょっえしすゃうは さぇしこさけしすさぇくっくうの 
くぇさおけきぇくうう, ぇかおけゅけかういきぇ, すぇぉぇおけ-
おせさっくうは くぇ 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, すぇお おぇお けく 
«くせあっく, ぇ いくぇつうす, いくぇつうき». 

╁ くぇつぇかっ ぇこさっかは ておけかぬくうおけゃ 
っとひ あょひす すけさあっしすゃっくくけっ いぇおさにすうっ 
こさけっおすぇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき, くぇゅさぇあ-
ょっくうっ こけぉっょうすっかっえ う こけけとさっくうっ 
せつぇしすくうおけゃ.

╃〉╋┿ ╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿ 
[┿]‶¨[ぅ╅╄′╇╄ わ197 けす 11.03.2011

¨ くぇゅさぇあょっくうう ╀かぇゅけょぇさしすゃっくくにき こうしぬきけき 
╃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

〉つうすにゃぇは さっおけきっくょぇちうう こけしすけはくくけえ おけきうししうう こけ しけちうぇかぬくけえ こけかうすうおっ,
′┿╂[┿╃╇〈を:
╀かぇゅけょぇさしすゃっくくにき こうしぬきけき ╃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 ╉させつう-

くうくぇ ┿かっおしぇくょさぇ ┿さおぇょぬっゃうつぇ, ゅっくっさぇかぬくけゅけ ょうさっおすけさぇ けぉとっしすゃぇ 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 «┿さしっくぇか-′‶『», いぇ ぇおすうゃくけっ せつぇしすうっ ゃ さっぇかういぇ-
ちうう ゅけさけょしおけゅけ こさけっおすぇ こけ ゃけししすぇくけゃかっくうの いょぇくうは ╃ゃけさちぇ きけかけょっあう.
‶さっょしっょぇすっかぬ ╃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 ╄.]. ╂けゃけさせたぇ

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

‶¨』┱╋ ╃[¨╁╇【╉╇?
ぅ あうゃせ ゃ ょけきっ し こっつくにき けすけこかっくうっき. ]かにてぇか けす しけしっょっえ, つすけ すっこっさぬ 

かぬゅけすに くぇ ょさけゃぇ ぉせょせす こけ-ょさせゅけきせ こさっょけしすぇゃかはすぬしは. ぁすけ こさぇゃょぇ?
╁うおすけさ ′うおけかぇっゃうつ, ╊けしうくにえ

′ぇ ゃけこさけし つうすぇすっかは けすゃっつぇっす ╋ぇさうくぇ ╉¨╊╀╇′┿, 
いぇゃ. けすょっかけき しせぉしうょうえ う おけきこっくしぇちうえ せこさぇゃかっくうは ╅╉》
╃っえしすゃうすっかぬくけ, こさぇゃうすっかぬ-

しすゃけ けぉかぇしすう ゃくっしかけ ういきっくっくうは 
ゃ こけしすぇくけゃかっくうっ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう け こけさはょおっ さぇししきけすさっ-
くうは いぇはゃかっくうえ くぇ おけきこっくしぇちうの 
さぇしたけょけゃ くぇ けこかぇすせ あうかけゅけ こけ-
きっとっくうは う おけききせくぇかぬくにた せしかせゅ. 
╇ さっつぬ ゃ くひき うょひす け ゅさぇあょぇくぇた, 
こさけあうゃぇのとうた ゃ ょけきぇた ぉっい ちっく-
すさぇかぬくけゅけ うかう ゅぇいけゃけゅけ けすけこかっ-
くうは: ょかは くぇいくぇつっくうは おけきこっくしぇ-
ちうう さぇしたけょけゃ くぇ  こさうけぉさっすっくうっ 
う ょけしすぇゃおせ すゃひさょけゅけ すけこかうゃぇ けくう 
けぉはいぇくに っあっゅけょくけ こけょぇゃぇすぬ いぇ-
はゃかっくうは し せおぇいぇくうっき しこけしけぉぇ っひ 
ゃにこかぇすに. 

╉ いぇはゃかっくうの くっけぉたけょうきけ こさう-
かけあうすぬ しこさぇゃおせ け くぇかうつうう こっつ-
くけゅけ けすけこかっくうは, けぉとっえ けすぇこかう-
ゃぇっきけえ こかけとぇょう う しけしすぇゃっ しっきぬう, 
ぇ すぇおあっ おけこうの ょけおせきっくすぇ, こけょ-
すゃっさあょぇのとっゅけ こさぇゃけ くぇ おけきこっく-
しぇちうの. ╀っさっいけゃつぇくっ きけゅせす こけょぇすぬ 
いぇはゃかっくうっ ゃ せこさぇゃかっくうっ ╅╉》 くぇ 
]すさけうすっかっえ, 7, ゃ こけくっょっかぬくうお, 
しさっょせ, こはすくうちせ. ╅うすっかう こっさうそっ-

さうう ょけかあくに こさうくっしすう ょけおせきっくすに 
ゅかぇゃっ しゃけっゅけ こけしひかおぇ.

‶さう けすしせすしすゃうう ょけおせきっくすけゃ, 
こけょすゃっさあょぇのとうた そぇおす こさうけぉ-
さっすっくうは う けこかぇすに すゃひさょけゅけ すけ-
こかうゃぇ, さぇしつひす おけきこっくしぇちうう こさけ-
ういゃけょうすしは し せつひすけき こさっょっかぬくにた 
さけいくうつくにた ちっく, せすゃっさあょひくくにた 
[っゅうけくぇかぬくけえ ねくっさゅっすうつっしおけえ 
おけきうししうっえ くぇ こっつくけっ ぉにすけゃけっ 
すけこかうゃけ いぇ しおかぇょけつくにえ おせぉうつっ-
しおうえ きっすさ くっしすぇくょぇさすくにた ょさけゃ 
かうしすゃっくくにた う たゃけえくにた こけさけょ. ] 1 
はくゃぇさは っゅけ しすけうきけしすぬ しけしすぇゃかはっす 
411 させぉかっえ.

╁ しかせつぇっ ょけおせきっくすぇかぬくけゅけ こけょ-
すゃっさあょっくうは こさっゃにてっくうは そぇお-
すうつっしおうた さぇしたけょけゃ ゅさぇあょぇく くぇ 
けこかぇすせ すゃひさょけゅけ すけこかうゃぇ う っゅけ 
ょけしすぇゃおせ こさけういゃけょうすしは こっさっさぇし-
つひす さぇいきっさぇ おけきこっくしぇちうう こけ いぇ-
はゃかっくうの ゅさぇあょぇくうくぇ.

‶け ゃしっき うくすっさっしせのとうき ゃけこさけ-
しぇき つうすぇすっかう きけゅせす けぉさぇすうすぬしは 
ゃ けすょっか しせぉしうょうえ う おけきこっくしぇちうえ 
せこさぇゃかっくうは ╅╉》 こけ すっか. 4-43-10.

╉╇′¨╉╊〉╀
┦┩┻┩┴ ┳┤┰╃┶┬ ┤┱┱┬ ┪┬┴┤┴┨┲

17 きぇさすぇ ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう しけ-
しすけうすしは けつっさっょくぇは ゃしすさっつぇ ╉うくけおかせ-
ぉぇ. ╁ ねすけす ゃっつっさ きに こけつすうき こぇきはすぬ 
ゃっかうおけかっこくけえ そさぇくちせいしおけえ ぇおすさうしに 
すっぇすさぇ う おうくけ ┿くくう ╅うさぇさょけ, う こけ-
しきけすさうき そうかぬき し っひ せつぇしすうっき «]すぇさぇは 
ょっゃぇ» さっあうししひさぇ ╅ぇく-‶ぬっさぇ ╀かぇくぇ.

╇いはとくぇは おけきっょうは こけょ おさぇしうゃせの 
きせいにおせ ╊っゅさぇくぇ し こけすさはしぇのとうき ょせ-
ねすけき ╅うさぇさょけ う ′せぇさっ! ╁ そうかぬきっ 
きぇかけ ょっえしすゃうは, さうすき っゅけ こけゃすけさはっす 
さうすき おせさけさすくけゅけ けすょにたぇ, ゃっょぬ うきっく-
くけ くぇ おせさけさすっ しかせつぇえくけ いくぇおけきはすしは 

╋のさうねかぬ う ╂ぇぉさうねかぬ. 〉 ╂ぇぉさうねかは 
かけきぇっすしは きぇてうくぇ, う けく ゃにくせあょっく 
いぇくけつっゃぇすぬ ゃ こさうきけさしおけき けすっかっ, ゅょっ 
ゃしすさっつぇっす けょうくけおせの ょぇきせ しさっょくうた 
かっす... う っゅけ こさっぉにゃぇくうっ いぇすはゅうゃぇっす-
しは. ╇ゅさぇ ぇおすひさけゃ ういせきうすっかぬくぇ, すけく-
おうえ のきけさ, ぉっいょくぇ きうかにた くのぇくしけゃ 
う くっょけゅけゃけさひくくにた しかけゃ. ╉けくっつくけ, 
けすょにた さぇくけ うかう こけいょくけ いぇおぇくつうゃぇ-
っすしは, ぇ ぉせょっす かう ゃしすさっつぇ ╋のさうねかぬ う 
╂ぇぉさうねかは ゃ ‶ぇさうあっ?

′ぇつうくぇっき すさぇょうちうけくくけ し 19.00.
]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿
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. . .а ПЕРВОУРАЛЬСК – коммуниста
┿かっおしぇくょさ ╇]┿╉¨╁, こけかうすけかけゅ
13 きぇさすぇ くぇ こさけしすけさぇた くぇてっえ くっけぉなはす-

くけえ さけょうくに しけしすけはかしは けつっさっょくけえ っょうくにえ 
ょっくぬ ゅけかけしけゃぇくうは. ╁しっゅけ ぉにかけ こさけゃっょっくけ 
ぉけかっっ すさひた すにしはつ ゃにぉけさけゃ さぇいくにた せさけゃ-
くっえ. ¨しくけゃくにっ うい くうた こさけてかう ゃ 』せおけすしおけき 
う 》ぇくすに-╋ぇくしうえしおけき ぇゃすけくけきくにた けおさせゅぇた; 
¨さっくぉせさゅしおけえ, ╉うさけゃしおけえ, ′うあっゅけさけょしおけえ, 
〈ぇきぉけゃしおけえ う ╉ぇかうくうくゅさぇょしおけえ けぉかぇしすはた, 
さっしこせぉかうおぇた ╉けきう, ┿ょにゅっっ う ╃ぇゅっしすぇくっ, ゅょっ 
ういぉうさぇかう さっゅうけくぇかぬくにっ けさゅぇくに いぇおけくけょぇ-
すっかぬくけえ ゃかぇしすう. 

╁ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ぉにかう ゃにぉさぇくに 
ゅかぇゃに ╂ぇさうくしおけゅけ う 〈せさうくしおけゅけ ゅけさけょしおうた 
けおさせゅけゃ, 〉くあっ-‶ぇゃうくしおけゅけ しっかぬしおけゅけ こけ-
しっかっくうは. ╁ ┿かぇこぇっゃしおっ, ╉さぇしくけせそうきしおっ 
う ╋ぇたくっゃしおけき きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけ-
ゃぇくうはた こさけてかう ゃにぉけさに ょっこせすぇすけゃ きっしす-
くにた ょせき. ╁ しすけかぬくけき ゅさぇょっ 〉さぇかぇ こさけてかう 
ょけゃにぉけさに ょっこせすぇすぇ ゅけさけょしおけえ ょせきに けす 
14-ゅけ けおさせゅぇ. ‶さう はゃおっ ゃ 23,48% こけぉっょせ 
けょっさあぇか こさっょしすぇゃうすっかぬ ]こさぇゃっょかうゃけえ 
[けししうう ╂っくくぇょうえ 〉てぇおけゃ. ¨ょくぇおけ ゃしひ 
ゃくうきぇくうっ 〉さぇかぬしおけゅけ さっゅうけくぇ 13 きぇさすぇ 
ぉにかけ こさうおけゃぇくけ お ゅけさけょせ ‶っさゃけせさぇかぬしおせ, 
ゅょっ しけしすけはかうしぬ ょけしさけつくにっ ゃにぉけさに ゅかぇゃに 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ. 

¨しくけゃぇくくにえ ゃ 1732 ゅけょせ ‶っさゃけせさぇかぬしお 
はゃかはっすしは ゃぇあくけえ こさけきにてかっくくけえ すけつおけえ くぇ 
おぇさすっ 〉さぇかぇ. ¨しくけゃくけえ ぇさすっさうっえ, けぉっしこっ-
つうゃぇのとっえ あういくぬ ゅけさけょぇ, はゃかはっすしは ‶っさゃけ-
せさぇかぬしおうえ ′けゃけすさせぉくにえ いぇゃけょ, ゃたけょはとうえ 
ゃ おさせこくせの きっすぇかかせさゅうつっしおせの ゅさせここせ 』〈‶╆. 
′っいぇょけかゅけ ょけ ゃにぉけさけゃ うきっくくけ ねすけす いぇゃけょ 
こけしっすうか し ゃういうすけき ゅせぉっさくぇすけさ ┿かっおしぇくょさ 
╋うてぇさうく. ]ぇき ゅけさけょしおけえ けおさせゅ こさっょしすぇゃ-
かはっす しけぉけえ さはょ さぇいくけけぉさぇいくにた すっささうすけさうえ, 
しさっょう おけすけさにた たけさけてけ ういゃっしすくにえ しさっょう 
ゅけさくけかにあくうおけゃ こけしひかけお ╀うかうきぉぇえ, くぇたけ-
ょはとうえしは さはょけき し ゅけさけえ 〈ひこかぇは, こけしひかおう 
′けゃけせすおうくしお, ╀うすうきおぇ, ╉せいうくけ う ょさせゅうっ. ╁ 
けぉとっえ しかけあくけしすう ゃ ゅけさけょしおけき けおさせゅっ こさけ-
あうゃぇっす こさうきっさくけ 136 すにしはつ つっかけゃっお, つすけ 
しすぇゃうす っゅけ くぇ つっすゃひさすけっ きっしすけ ゃ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう こけしかっ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, ′うあくっ-
ゅけ 〈ぇゅうかぇ う ╉ぇきっくしおぇ-〉さぇかぬしおけゅけ.

]せょぬぉぇ ねすけゅけ ゅけさけょぇ おさぇえくっ こけたけあぇ くぇ 
うしすけさうの ╀っさひいけゃしおけゅけ: ょぇあっ ょぇすに けしくけ-
ゃぇくうは さぇいくはすしは ゃしっゅけ かうてぬ くぇ 16 かっす. ′け 
2011 ゅけょ こさうゃくひし ゃ こけかうすうつっしおせの こさぇおすう-
おせ っとひ ぉけかぬてっ ぇくぇかけゅうえ, ぉっさせとうた いぇ けし-
くけゃせ ょけしさけつくにっ ゃにぉけさに ゅかぇゃに ゅけさけょしおけ-
ゅけ けおさせゅぇ.  ╁ いけかけすけき ゅさぇょっ ゃにぉけさに ぉにかう 
けすきっくっくに うい-いぇ けすしせすしすゃうは おぇくょうょぇすけゃ, 
ゃ ‶っさゃけせさぇかぬしおっ すぇおけえ こさけぉかっきに くっ くぇ-
ぉかのょぇかけしぬ. 

′ぇつぇかけ ういぉうさぇすっかぬくけえ おぇきこぇくうう しすぇかけ 
きくけゅけけぉっとぇのとうき – ゃ こさっょゃにぉけさくせの ゅけくおせ 
ゃしすせこうかけ ぉけかっっ ょっしはすおぇ おぇくょうょぇすけゃ. ╁こさけ-
つっき, つぇしすぬ うい くうた こけしすうゅかぇ すぇ あっ せつぇしすぬ, 
つすけ う おぇくょうょぇすけゃ ゃ ╀っさひいけゃしおけき, ぇ うきっくくけ 
– けくう くっ こさけてかう こさけゃっさおせ こけょこうしっえ. ]け-
ゅかぇしくけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃせ ゃ 
かうしすっ ょかは しぉけさぇ こけょこうしっえ おぇくょうょぇすけゃ-しぇ-
きけゃにょゃうあっくちっゃ しすさけおう し こけょこうしぬの う ぇょさっ-
しけき こさけあうゃぇくうは くっけぉたけょうきけ いぇこけかくはすぬ 
こけょこうしつうおせ, ぇ くっ しぉけさとうおせ こけょこうしっえ. ぁすけ 
くっけぉたけょうきけ ょかは こさけゃっょっくうは ゅさぇそけかけゅうつっ-
しおけえ ねおしこっさすういに, ゃ たけょっ おけすけさけえ せしすぇくぇゃ-

かうゃぇっすしは ょけしすけゃっさくけしすぬ こけょこうしっえ ゃ しさぇゃ-
くっくうう し くぇこうしぇくくにき ぇょさっしけき. 

′ぇ そうくうてくせの こさはきせの ゃにてかう すけかぬおけ 
しっきぬ おぇくょうょぇすけゃ: ╁.]. ┿さたうこけゃぇ (ゃ こけさはょ-
おっ しぇきけゃにょゃうあっくうは), ╁.╇. ╋っかったうく (ゃ こけ-
さはょおっ しぇきけゃにょゃうあっくうは), ┿.╁. ‶ぇくぇしっくおけ 
(ゃにょゃうくせす こぇさすうっえ ╊╃‶[), ぃ.¨. ‶っさっゃっさ-
いっゃ (ゃにょゃうくせす こぇさすうっえ ╉‶[《), ].]. ‶けしすけ-
ゃぇかけゃぇ (ゃ こけさはょおっ しぇきけゃにょゃうあっくうは), ぁ.╁. 
‶けすぇこけゃ (ゃにょゃうくせす こぇさすうっえ ]こさぇゃっょかうゃぇは 
[けししうは) う ′.《. 《せさすぇっゃ (ゃにょゃうくせす こぇさすうっえ 
╄ょうくぇは [けししうは). ¨しくけゃくけっ あっ こさけすうゃけしすけは-
くうっ さぇいゃっさくせかけしぬ きっあょせ ′うおけかぇっき 《せさすぇ-
っゃにき う ぃさうっき ‶っさっゃっさいっゃにき.

] しぇきけゅけ くぇつぇかぇ ういぉうさぇすっかぬくせの おぇきこぇ-
くうの しけこさけゃけあょぇかけ おさぇえくっっ けぉとっしすゃっく-
くけっ くぇこさはあっくうっ う ゃくうきぇくうっ. ╅うすっかう 
ゅけさけょぇ せしすぇかう けす つぇしすけえ しきっくに ゅさぇょけ-
くぇつぇかぬくうおけゃ, つすけ しすぇかけ ょっきけくしすさぇすうゃくけ 
けすさぇあぇすぬしは くぇ しけしすけはくうう おけききせくぇかぬくけゅけ 
たけいはえしすゃぇ. ╇い-いぇ けすしせすしすゃうは おゃぇかうそう-
ちうさけゃぇくくけえ おけきぇくょに, けしせとっしすゃかはのとっえ 
せこさぇゃかっくうっ ゅけさけょけき, ょぇあっ ゃ こさっょょゃっさうう 
ゃにぉけさけゃ ゃ ょけきぇた くぇぉかのょぇかうしぬ しうしすっきくにっ 
けすおかのつっくうは ゅけさはつっえ ゃけょに, ぇ くぇ せかうちぇた くっ 
こさけゃけょうかぇしぬ せぉけさおぇ しくっゅぇ. ╁ しゃはいう し つっき, 
こさうてっょてっっ くぇ こさけしすけさに 〉さぇかぇ ゃっしっく-
くっっ すっこかけ しょっかぇかけ うい せたけあっくくけゅけ ゅけさけょぇ 
ゅさはいくけっ ぉけかけすけ, すけこうゃてっっ ゃ しっぉっ こさけっい-
あぇゃてうっ ぇゃすけきけぉうかう.

¨ょくぇおけ ゅさはいぬ ぉにかぇ くっ すけかぬおけ くぇ せかうちぇた 
ゅけさけょぇ, くけ う しけこさけゃけあょぇかぇ こさっょゃにぉけさくせの 
ぇゅうすぇちうの. ′っ しおせこはしぬ ょっくぬゅぇきう う くっゃいうさぇは 
くぇ くけさきに きけさぇかう ゃ こけゅけくっ いぇ ぇきぉうちうけいくに-
きう ちっかはきう きくけゅうっ こさっょゃにぉけさくにっ てすぇぉに 
ょっえしすゃけゃぇかう こけ こさうくちうこせ «╁しっ しさっょしすゃぇ 
たけさけてう».  ╄とひ いぇ くっょっかの ょけ ゃにぉけさけゃ ゅけさけょ 
ぉにか いぇこけかくっく ぇゅうすぇちうけくくにきう きぇすっさうぇかぇ-
きう. ′っかぬいは ぉにかけ こさけえすう くう けょくけゅけ ょゃけさぇ, 
くっ せゃうょっゃ こかぇおぇすに ょゃせた-すさひた おぇくょうょぇすけゃ. 
¨ぉさぇすくけえ しすけさけくけえ ねすけゅけ しすぇかけ きくけあっしすゃけ 
きぇすっさうぇかけゃ, くけしはとうた けすおさけゃっくくけ こさけゃけ-
おぇちうけくくにえ たぇさぇおすっさ. ╊うしすけゃおう くっゃくはすくけえ 
こけかうすうつっしおけえ けさうっくすぇちうう さぇししおぇいにゃぇかう 
ういぉうさぇすっかの しぇきにっ こけしすにょくにっ, こけさけえ こさっ-
しすせこくにっ, きけきっくすに あういくう おぇあょけゅけ うい こさっ-
すっくょっくすけゃ くぇ きねさしおけっ おさっしかけ.

╀けかぬてっ ゃしった ゃ ねすけえ ゅけくおっ こさっせしこっか てすぇぉ 
おぇくょうょぇすぇ けす ╉けききせくうしすうつっしおけえ こぇさすうう 
ぃさうは ‶っさっゃっさいっゃぇ. ]ぇき おぇくょうょぇす, ゃにたけょっち 
くっ うい こさけかっすぇさうぇすぇ, さぇすせのとっゅけ いぇ ちっくくけ-
しすう しけちうぇかぬくけえ しこさぇゃっょかうゃけしすう, ぇ ういゃっしす-
くにえ ゃ ゅけさけょっ ぉういくっしきっく. ‶けしすぇゃうゃ しゃけっえ 
いぇょぇつっえ こけかせつっくうっ ゃかぇしすう ゃ ゅけさけょっ, こぇさ-
すうえくにえ おけききせくうしす けぉさせてうか ちっかせの しっさうの 
つひさくにた かうしすけゃけお くぇ しぇきけゃにょゃうあっくちっゃ う 
おぇくょうょぇすぇ 《せさすぇっゃぇ, ゃにょゃうくせすけゅけ ╄ょうくけえ 
[けししうっえ. ╁ ちっかけき, けここけくっくすに けぉゃうくはかうしぬ ゃ 
くっしせとっしすゃせのとうた こさっしすせこかっくうはた, ぇ すぇおあっ ゃ 
さはょっ いかけゃっとうた くぇきっさっくうえ こけ けすくけてっくうの お 
ゅけさけょせ.

]うすせぇちうは ゃけおさせゅ たけょぇ ういぉうさぇすっかぬくけえ 
おぇきこぇくうう しけこさけゃけあょぇかぇしぬ てうさけおうき けぉしせあ-
ょっくうっき ゃ しさっょしすゃぇた きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう. 
¨しけぉっくくけ ぇおすうゃくけ あうすっかう ‶っさゃけせさぇかぬしおぇ 
したかっしすくせかうしぬ くぇ ゅけさけょしおけき そけさせきっ. ′ぇつう-
くぇゃてうっしは し さぇいきにてかっくうえ け ぉせょせとっき おけき-
きせくぇかぬくけゅけ たけいはえしすゃぇ  うくすっさくっす-ょうしおせししうう 

ぉにしすさけ こっさっさぇしすぇかう ゃ こけかうすうつっしおうっ ぉぇすぇ-
かうう, ゃ たけょっ おけすけさにた こけかぬいけゃぇすっかう ぇおすうゃくけ 
しすぇさぇかうしぬ せぉっょうすぬ ねかっおすけさぇす ゅけかけしけゃぇすぬ いぇ 
すけゅけ うかう うくけゅけ おぇくょうょぇすぇ. 》けすは ゃ けぉとっえ 
しかけあくけしすう おけききっくすぇさうう しゃけょうかうしぬ お けこぇ-
しっくうはき いぇ すけ, つすけ おぇおうき ぉに くっ ぉにか くけゃにえ 
ゅかぇゃぇ, けく くっ しきけあっす せょっさあぇすぬ ゅけさけょ けす こぇ-
ょっくうは ゃ っとひ ぉけかぬてせの さっちっししうの.

╉けききっくすぇさうう こけかぬいけゃぇすっかっえ ╇くすっさくっすぇ 
けすさぇあぇのす う けぉとせの ょうくぇきうおせ けぉとっしすゃっく-
くにた くぇしすさけっくうえ. ╋くけゅうっ あうすっかう ‶っさゃけ-
せさぇかぬしおぇ くっ せゃっさっくに ゃ しゃっすかけき ぉせょせとっき 
しゃけっゅけ さけょくけゅけ ゅけさけょぇ う くぇょっのすしは かうてぬ くぇ 
すけ, つすけ けぉしすぇくけゃおぇ くっ しすぇくっす たせあっ. ╁ けしくけゃ-
くけき ねすけ ゃにいゃぇくけ おけくそかうおすくけえ しうすせぇちうっえ, 
ゃにくせょうゃてっえ こさけてかけゅけ ゅさぇょけくぇつぇかぬくうおぇ 
こけおうくせすぬ しゃけえ こけしす. 

ぁすけ けすさぇいうかけしぬ う くぇ はゃおっ ういぉうさぇすっかっえ, 
しけしすぇゃうゃてっえ 32,6%. ╃ぇくくにっ こけおぇいぇすっ-
かう はゃおう はゃかはのすしは たけさけてうき さっいせかぬすぇすけき, 
くけ しおけさっっ けぉせしかけゃかっくに さぇいなはしくうすっかぬくけえ 
さぇぉけすけえ ういぉうさぇすっかぬくけえ おけきうししうう し くぇしっ-
かっくうっき, くっあっかう しけいくぇすっかぬくにき あっかぇくうっき 
ゅけさけあぇく けすょぇすぬ しゃけえ ゅけかけし. ╋ぇおしうきぇかぬくぇは 
はゃおぇ くぇ ゃにぉけさぇた ゅかぇゃに ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
いぇそうおしうさけゃぇくぇ ゃ ╂ぇさうくしおっ, ゅょっ しけしすぇゃうかぇ 
66,8%. ‶け ょぇくくにき 『╇╉, しさっょくはは はゃおぇ こけ 
[けししうう こけゃにしうかぇしぬ くぇ 8% こけ しさぇゃくっくうの し 
こさっょにょせとうき ょくひき ゅけかけしけゃぇくうは. 

***

╁ っょうくにえ ょっくぬ ゅけかけしけゃぇくうは 13 きぇさすぇ 
‶っさゃけせさぇかぬしお けすおさにか あうすっかはき  73 ういぉうさぇ-
すっかぬくにた せつぇしすおぇ. ╃ぇくくにっ しけちうけかけゅうつっしおうた 
けこさけしけゃ くぇ きけきっくす くぇつぇかぇ ゅけかけしけゃぇくうは 
こけおぇいにゃぇかう, つすけ けぉぇ こさっそっさっすう ′うおけかぇえ 
《せさすぇっゃ う ぃさうえ ‶っさっゃっさいっゃ うょせす くぇ さぇゃ-
くにた. ¨ょくぇおけ せあっ お すさひき つぇしぇき ょくは ょぇくくにっ 
ねおいうすこせかけゃ しすぇかう こけおぇいにゃぇすぬ くっいくぇつうすっかぬ-
くにえ こっさっゃっし ゃ しすけさけくせ おけききせくうしすけゃ. ╉ きけ-
きっくすせ いぇおさにすうは ういぉうさぇすっかぬくにた せつぇしすおけゃ 
ゃ 20.00 さぇいさにゃ しすぇくけゃうかしは いくぇつうすっかぬくっっ. 
〉あっ お つっすにさひき つぇしぇき くけつう ╇いぉうさぇすっかぬくぇは 
おけきうししうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう くぇ しゃけひき 
しぇえすっ けこせぉかうおけゃぇかぇ ょぇくくにっ けぉさぇぉけすぇくくにた 
こさけすけおけかけゃ しけ ゃしった せつぇしすおけゃにた おけきうししうえ. 

╇すけゅう ういぉうさぇすっかぬくけえ おぇきこぇくうう しかっょせ-
のとうっ: ‶けしすけゃぇかけゃぇ ].]. – 0,6%; ╋っかったうく 
╁.╇. – 2,3%; ┿さたうこけゃぇ ╁.]. – 3,3%; ‶ぇくぇ-
しっくおけ ┿.╁. – 7,3%; ‶けすぇこけゃ ぁ.╁. – 10%; 
《せさすぇっゃ ′.《. – 31,9%. ‶けぉっょぇ ぉにかぇ けょっさ-
あぇくぇ おぇくょうょぇすけき けす ╉‶[《 ぃさうっき ‶っさっ-
ゃっさいっゃにき, しけぉさぇゃてうき 41,7% ゅけかけしけゃ うい-
ぉうさぇすっかっえ う けこっさっょうゃてうき こけつすう くぇ 10% 
ぉかうあぇえてっゅけ しけこっさくうおぇ. 

 ¨しくけゃくけえ ねかっおすけさぇす ╉‶[《 しけしすぇゃうかう 
こっくしうけくっさに う こさけすっしすくにっ ゅさせここに. ╉さけ-
きっ すけゅけ, こけいうちうう かうょうさせのとっゅけ おぇくょうょぇ-
すぇ せおさっこうかう こけしひかけお ╀うかうきぉぇえ う こさけつうっ 
しっかぬしおうっ すっささうすけさうう, こけ おけすけさにき ぉけかぬてっ 
ゃしっゅけ ぉぬひす しけいょぇゃてうえしは おさういうし おけききせくぇかぬ-
くけゅけ たけいはえしすゃぇ. ¨しくけゃくせの けこけさせ ′うおけかぇの 
《せさすぇっゃせ しけしすぇゃうかう さぇぉけつうっ こさけきにてかっく-
くにた こさっょこさうはすうえ う ぉのょあっすくうおう. ╇きっくくけ 
ねすう ゅさせここに くぇしっかっくうは こさっあょっ ゃしっゅけ いぇ-
うくすっさっしけゃぇくに ゃ おぇつっしすゃっくくけき こけゃにてっくうう 
せさけゃくは ぇょきうくうしすさぇすうゃくけえ ねそそっおすうゃくけしすう. 
¨こにすくにえ きっくっょあっさ, こけょょっさあうゃぇっきにえ 
けぉかぇしすぬの, きけゅ ぉに ょけぉうすぬしは さぇいゃうすうは しけ-

ちうぇかぬくにた こさけゅさぇきき う こけゃにてっくうは ゃにこかぇす 
いぇさぇぉけすくけえ こかぇすに さぇぉけすくうおぇき おぇお こさっょ-
こさうはすうえ, すぇお う しけちうぇかぬくけえ しそっさに. 

ぁかっおすけさぇす けしすぇかぬくにた おぇくょうょぇすけゃ, ゃに-
ょゃうくせすにた こぇさすうはきう, けしすぇかしは こさうゃにつくにき. 
‶けょょっさあうゃぇのとうっ ╊うぉっさぇかぬくけ-ょっきけおさぇ-
すうつっしおせの こぇさすうの う ]こさぇゃっょかうゃせの [けししうの 
けすょぇかう しゃけう ゅけかけしぇ いぇ ‶ぇくぇしっくおけ う ‶けすぇ-
こけゃぇ しけけすゃっすしすゃっくくけ. ╉ぇくょうょぇすに-しぇきけゃに-
ょゃうあっくちに こけおぇいぇかう くぇうぉけかっっ くういおうっ さっ-
いせかぬすぇすに, つすけ しゃうょっすっかぬしすゃせっす け しおせょくけえ 
こけかうすうつっしおけえ ぇおすうゃくけしすう ゃくっ こぇさすうえくけえ 
あういくう. ╆ぇ ┿さたうこけゃせ しゃけう ゅけかけしぇ けすょぇゃぇかう 
こさっょしすぇゃうすっかう きけかけょひあう. ]ょっかぇゃてうえ せこけさ 
くぇ ぇくすうぇかおけゅけかぬくせの おぇきこぇくうの ゃ しゃけっえ ぇゅう-
すぇちうう ╋っかったうく しけぉさぇか ゅけかけしぇ ゃけうくしすゃせの-
とうた すさっいゃっくくうおけゃ, おけうた, こさぇゃょぇ, けおぇいぇかけしぬ 
くっきくけゅけ. ┿ おぇくょうょぇす ‶けしすけゃぇかけゃぇ くうおぇお くっ 
いぇさっおけきっくょけゃぇかぇ しっぉは ゃ たけょっ ういぉうさぇすっかぬ-
くけえ おぇきこぇくうう う こけかせつうかぇ かうてぬ せすってうすっかぬ-
くにえ こさうい ゃ ゃうょっ ゅけかけしけゃ しけきくっゃぇのとうたしは.

***

╇すけゅう ゃにぉけさけゃ くっ せすってうすっかぬくに. ╉ ゃかぇしすう 
ゃ こさけぉかっきくけき ゅけさけょっ こさうてひか きねさ, いぇさぇくっっ 
さってうすっかぬくけ くぇしすさけうゃてうえ こさけすうゃ しっぉは けぉ-
かぇしすくにっ ゃかぇしすう, させおけゃけょしすゃけ こさけきにてかっく-
くにた こさっょこさうはすうえ う ぉけかぬてうくしすゃけ くぇしっかっ-
くうは. ]さぇいせ こけしかっ けこせぉかうおけゃぇくうは ょぇくくにた 
こさけすけおけかけゃ し ういぉうさぇすっかぬくにた せつぇしすおけゃ ゃ 
╇くすっさくっすっ こけしにこぇかうしぬ おけききっくすぇさうう さぇしすっ-
さはくくにた こけかぬいけゃぇすっかっえ. ╊のょう くぇつぇかう けしけい-
くぇゃぇすぬ しうすせぇちうの. 

╁ ぉけかぬてうくしすゃっ しゃけひき ゃにぉけさに ゃ ‶っさゃけ-
せさぇかぬしおっ ぉにかう こさけすっしすくにきう. ¨くう くっ ぉにかう 
ょっきぇさてっき こさけすうゃ おぇおけえ-かうぉけ こけかうすうつっ-
しおけえ しうかに, けくう ぉにかう こさけすうゃ しかけあうゃてっえしは 
けぉしすぇくけゃおう: こさけすうゃ けすおかのつっくうえ ゅけさはつっえ 
ゃけょに, こさけすうゃ くっょけしすぇすけつくけゅけ おけかうつっしすゃぇ 
きっしす ゃ ょっすしおうた しぇょぇた, こさけすうゃ こさけぉかっき し 
すさぇくしこけさすけき, こさけすうゃ さぇいゃぇかうゃぇのとっえしは 
おけききせくぇかおう, ゃ おけくちっ おけくちけゃ, こさけすうゃ くうい-
おけゅけ せさけゃくは あういくう. 

‶っさゃけせさぇかぬしお ゃしすぇか ゃ さはょに こかっはょに きせ-
くうちうこぇかうすっすけゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, ゅょっ 
ゃにぉけさに しすぇかう うくしすさせきっくすけき ゃにさぇあっくうは 
くぇしっかっくうっき しゃけっゅけ こさけすっしすぇ こさけすうゃ くっ-
せょけゃかっすゃけさうすっかぬくにた せしかけゃうえ あういくう. ╁ 
ぉけかぬてうくしすゃっ しゃけひき ゅけかけしぇ ういぉうさぇすっかっえ くっ 
しすぇかう しけいくぇすっかぬくにき ゃにさぇあっくうっき しゃっすけつぇ 
くぇょっあょに おぇあょけゅけ あうすっかは, さぇすせのとっゅけ いぇ 
こさけちゃっすぇくうっ ゅけさけょぇ, いぇ こさけちゃっすぇくうっ 〉さぇ-
かぇ. ¨くう しすぇかう ゃにこかっしおけき あぇあょに こっさっきっく. 
╀せょせす かう ねすう こっさっきっくに お かせつてっきせ? – ‶け-
しきけすさうき! ╀けかぬてうくしすゃけ すっささうすけさうえ し こさけ-
すっしすくにきう ゅかぇゃぇきう けおさせゅけゃ こけおぇいにゃぇっす けす-
さうちぇすっかぬくにっ さっいせかぬすぇすに ねおけくけきうつっしおけゅけ 
さけしすぇ, ぇ うた せこさぇゃかっくつっしおぇは ねかうすぇ こかけたけ 
しこさぇゃかはっすしは しけ しゃけうきう けぉはいぇくくけしすはきう.

╁ ょっおぇぉさっ こさけえょせす ょけかゅけあょぇくくにっ ゃにぉけ-
さに せ くぇし, ゃ ╀っさひいけゃしおけき, くぇ さけょうくっ いけかけすぇ 
[けししうう. ╃け すった こけさ せ おぇあょけゅけ あうすっかは っしすぬ 
ゃさっきは いぇょせきぇすぬしは くぇょ すっき, おぇおけえ うきっくくけ 
けく ゃうょうす しせょぬぉせ しゃけっゅけ ゅけさけょぇ, おぇおけっ ぉせょせ-
とっっ けく たけつっす ょかは しゃけうた ょっすっえ. ╇ は くぇょっのしぬ, 
つすけ ゃにぉけさ しすぇくっす けしけいくぇくくにき ゃにさぇあっくうっき 
ゅさぇあょぇくしおけえ こけいうちうう おぇあょけゅけ あうすっかは, ぇ 
TERRA LIBERA, いっきかは しゃけぉけょに, しすぇくっす こさう-
きっさけき ゃしっえ けぉかぇしすう.

БРОЗОВСКИЙ выбрал свободу, …
╁ こさけてかけき くけきっさっ くぇてっえ ゅぇいっすに きに しけけぉとう-

かう, つすけ くぇて いっきかはお ╁はつっしかぇゃ ╀さけいけゃしおうえ, うしこけか-
くはゃてうえ けぉはいぇくくけしすう いぇきっしすうすっかは こさっょしっょぇすっかは 
‶さぇゃうすっかぬしすゃぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, こけこさけしうか せ 
ゅせぉっさくぇすけさぇ ┿かっおしぇくょさぇ ╋うてぇさうくぇ けすしすぇゃおせ. ¨す-
しすぇゃおぇ ぉにかぇ こさうくはすぇ ゅせぉっさくぇすけさけき ゃ すけす あっ ょっくぬ. 
╋くけゅけ さぇいくにた おけききっくすぇさうっゃ こけはゃうかけしぬ こけ ねすけきせ 
こけゃけょせ ゃ ]╋╇:
…

‶けしすせこけお. [っぇかぬくけ. ╀さけいけゃしおうえ, せゃぇあぇの.
…

]ぇきけっ そうゅけゃけっ すせす, つすけ ╋うてぇさうく こけょこうしぇか. ‶さけ-
しすけ ゃいはか う こけょこうしぇか. ]かぇゃぇ くっ しけゃっさてうか こけょゃうゅ, 
こさけしすけ こけしすせこうか おぇお くけさきぇかぬくにえ きせあうお. 〈ぇお ゃ 
ねすけき くうおすけ う くっ しけきくっゃぇかしは.

… 
╃ぇ こせしおぇえ しっぉっ うょひす. ╉ぇおけえ ゃけけぉとっ けす くっゅけ ぉにか 

すけかお? ╉せさうさけゃぇくうっ おぇきこぇくうう «っょうくけさけししぇ» ゃ ‶っさ-
ゃけせさぇかぬしおっ – ねすけ つすけ けぉはいぇくくけしすぬ ゃうちっ-こさっきぬっさぇ?! 

′っこさっかけあくにき そぇおすけき けしすぇひすしは すけ, つすけ ょけぉさけ-
ゃけかぬくぇは けすしすぇゃおぇ – はゃかっくうっ くけさきぇかぬくけっ ょかは ぉけかぬ-
てうくしすゃぇ ちうゃうかういけゃぇくくにた しすさぇく, くけ つさっいゃにつぇえくけ 
さっょおけっ ゃ [けししうう. ‶さっょにょせとうえ しかせつぇえ ょけぉさけゃけかぬ-

くけえ けすしすぇゃおう いぇそうおしうさけゃぇく ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう ゃ 1998 ゅけょせ, 13 かっす くぇいぇょ. 〈けゅょぇ こけしかっ ういぉうっ-
くうは しすせょっくすけゃ ゃけ ゃさっきは きうすうくゅぇ ゃ けすしすぇゃおせ せてひか 
ゃうちっ-こさっきぬっさ ┿くぇすけかうえ ╂ぇえょぇ.

╀さけいけゃしおうえ こかぇくうさせっす いぇくはすぬしは ぉういくっしけき, くけ 
けく くっ せたけょうす うい こけかうすうおう ゃけけぉとっ… 〉 くっゅけ こけ-
こさっあくっきせ きくけゅけ うょっえ う しけちうぇかぬくにた こさけっおすけゃ. 』すけ 
けく つせゃしすゃけゃぇか ゃ すけす きけきっくす, おぇおけゃけ ねすけ ぉにかけ, ゃけす 
すぇお ゃいはすぬ う せえすう? ╇ ゅかぇゃくけっ – うい-いぇ つっゅけ?  〈け, つすけ 
╁はつっしかぇゃ ╀さけいけゃしおうえ さぇししおぇいぇか けぉかぇしすくにき ]╋╇ – 
ょぇかっおけ くっ しぇきぇは ゃぇあくぇは こさうつうくぇ っゅけ しぇきけけすしすぇゃ-
おう. ╇しすうくくせの こさうつうくせ けく けすおさにか すけかぬおけ くぇてっきせ 
おけささっしこけくょっくすせ う ゃぇき, くぇてう つうすぇすっかう. 

‶けょさけぉくけっ うくすっさゃぬの つうすぇえすっ ゃ しかっょせのとっき ゃに-
こせしおっ ╀[.

‶けかうすけかけゅ ┿かっおしぇくょさ ╇しぇおけゃ, ぉっさっいけゃつぇくうく, うい-
ゃっしすくにえ ゅけさけあぇくぇき おぇお ゃっょせとうえ きっあこぇさすうえくにた 
ょっぉぇすけゃ, おけすけさにっ しけしすけはかうしぬ こけ うくうちうぇすうゃっ ╀[ ゃ 
こさけてかけき ゅけょせ, せあっ くっ さぇい さぇししおぇいにゃぇか つうすぇすっかはき 
╀[ け こっさうこっすうはた せさぇかぬしおけえ こけかうすうおう. ]ぇき こけせつぇ-
しすゃけゃぇゃ ゃ こさけてっょてうた ゃにぉけさぇた ゃ ‶っさゃけせさぇかぬしおっ, 
┿かっおしぇくょさ ゅけすけゃ こけょっかうすぬしは し つうすぇすっかはきう こけょさけぉ-
くけしすはきう きぇさすけゃしおうた ぉぇすぇかうえ. 



17 ìàðòà
2011 ãîäà4 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈

«ËÞÁÎÂÜ Ê ÎÒÅ×ÅÑÊÈÌ ÃÐÎÁÀÌ»
]っさゅっえ ‶¨╂¨[╄╊¨╁, いぇき. くぇつぇかぬくうおぇ けすょっかぇ ぇさたっけかけゅうつっしおうた うししかっょけゃぇくうえ くぇせつくけ-こさけういゃけょしすゃっくくけゅけ ちっくすさぇ 
こけ けたさぇくっ う うしこけかぬいけゃぇくうの こぇきはすくうおけゃ うしすけさうう う おせかぬすせさに ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, うしすけさうお-ぇさたっけかけゅ

╉¨╂╃┿ たけすはす おさぇすおけ う ひきおけ けこさっょっ-
かうすぬ しゃけひ けすくけてっくうっ お [けょうくっ, しゃけ-

っえ いっきかっ, こけょすゃっさょうすぬ  こさぇゃけ くぇ おせかぬすせさせ, 
しせとっしすゃけゃぇくうっ, ゅけゃけさはす: «ぁすけ いっきかは きけうた 
こさっょおけゃ, いょっしぬ きけゅうかに さけょうすっかっえ, ょっょけゃ, 
こさぇょっょけゃ». 』すけ ょっかぇのす ょうおうっ いぇゃけっゃぇすっかう, 
ゃすけさゅてうっしは くぇ つせあせの うき いっきかの? ╁ こっさゃせの 
けつっさっょぬ しすぇさぇのすしは せくうつすけあうすぬ きぇすっさうぇかぬ-
くにっ う こうしぬきっくくにっ こぇきはすくうおう, けしおゃっさくうすぬ 
う さぇいさせてうすぬ きけゅうかに う うくにっ しゃはすにっ ょかは 
ぇぉけさうゅっくけゃ きっしすぇ.

╁ くぇつぇかっ 》》 ゃっおぇ しうかに, こさうてっょてうっ お 
ゃかぇしすう ゃ [けししうう, こけしすせこうかう おぇお くぇしすけはとうっ 
いぇゃけっゃぇすっかう-ぇゅさっししけさに. ′っくけさきぇかぬくけしすぬ 
しうすせぇちうう ゃ すけき, つすけ くけしうすっかう おせかぬすせさに しすぇ-
かう せくうつすけあぇすぬ しゃけの あっ おせかぬすせさせ: ゃいさにゃぇかう 
しゃはすにっ けぉなっおすに – ちっさおゃう, ぇ つぇしすぬ うた こっさっ-
しすさぇうゃぇかう こけょ しおかぇょに う すのさぬきに, けすょぇゃぇかう… 
ょゃけさちぇき おせかぬすせさに. ′っおさけこけかう, こぇきはすくうおう う 
きけゅうかに しくけしうかう, ゅさぇぉうかう, いぇしすさぇうゃぇかう, う 
ぉにかけ くっゃぇあくけ, ゃさぇつ うかう せつひくにえ, ゅっさけえ ゃけ-
えくに うかう つうくけゃくうお, おせこっち, ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ 
ょっはすっかぬ うかう しゃはとっくくうお いぇたけさけくっくに ゃ くうた.

′け くぇさけょ ゃしひ-すぇおう くっ しきけゅ ょけ おけくちぇ しけ-
ゃっさてうすぬ しぇきけせぉうえしすゃけ, こけすけきせ しけたさぇくう-
かうしぬ くっおけすけさにっ ょゃけさちに, ゅけさけょしおうっ せしぇょぬ-
ぉに, ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ いょぇくうは, いぇゃけょしおうっ 
しすさけっくうは う ょぇあっ くっおさけこけかう. ╀けかっっ すけゅけ, 
ゃかぇしすぬ ょぇあっ しぇきぇ しすぇかぇ しすさっきうすぬしは かっつぬ 
ゃ きけゅうかせ くぇ ねかうすくにた おかぇょぉうとぇた. ╀にか う 
こっさっぉけさ, おけゅょぇ さっゃけかのちうけくっさに-っゃさっう 
しあうゅぇかうしぬ う こけゅさっぉぇかうしぬ ゃ こさぇゃけしかぇゃくにた 
ちっさおゃはた, おぇお, くぇこさうきっさ, いくぇきっくうすにえ せぉうえ-
ちぇ こけしかっょくっえ ちぇさしおけえ しっきぬう ぅ. ぃさけゃしおうえ. 
╃けてかう う ょけ すけゅけ, つすけ こさけくうおかう けくう ゃくせすさぬ 
ょさっゃくうた しすっく ╋けしおけゃしおけゅけ おさっきかは, くけ ゃにし-
てうえ けぉさぇいっち くけゃけえ おせかぬすせさに – きぇゃいけかっえ 
╊っくうくぇ…

]っえつぇし くっす うくけいっきくにた いぇゃけっゃぇくうえ, くけ こぇ-
きはすくうおう うしすけさうう, ぇさたっけかけゅうう, ぇさたうすっおすせさに 
う うしおせししすゃぇ させてぇすしは ぉっい ゃしはおけえ ぉけきぉひあ-
おう. ╋けゅうかに くぇてうた こさっょおけゃ, ぇぉけさうゅっくけゃ, 
けしおゃっさくはのすしは, せくうつすけあぇのすしは. ╃ぇあっ すけ, つすけ 
しぉっさっゅかう さっゃけかのちうけくっさに う くけきっくおかぇすせさぇ 
]けゃっすけゃ, うしつっいぇっす くぇ ゅかぇいぇた. [けししうは, こけょ-
こうしぇゃ きっあょせくぇさけょくにっ ╉けくゃっくちうう こけ けたさぇ-
くっ こぇきはすくうおけゃ ぇさたっけかけゅうう, ぇさたうすっおすせさに, 
こけつっきせ-すけ くぇ ょっかっ うた しけゃしっき くっ ぉっさっあひす.

╋に けこぇしぇっきしは ′┿〈¨ し いぇこぇょぇ, ぅこけくうう 
し ゃけしすけおぇ, くけ つぇしすぬ [けししうう «きうさくけ» いぇ-

しっかはのす うくけいっきちに し のゅぇ. ╆ぇきっすうき, つすけ 
ぇいうぇすしおうっ くぇさけょに うきっのす ょさっゃくうっ おせかぬすせ-
さに. ′ぇつぇゃてっっしは けつっさっょくけっ うしすけさうつっしおけっ 
«ゃっかうおけっ こっさっしっかっくうっ くぇさけょけゃ» ゃしっゅょぇ 
こさうゃけょうかけ お しきっくっ くぇしっかっくうは う おせかぬすせさ. 
′け いぇつっき あっ しゃけうきう させおぇきう せしおけさはすぬ ねすう 
こさけちっししに う せくうつすけあぇすぬ しゃけの おせかぬすせさせ, 
けしおゃっさくはすぬ きけゅうかに こさっょおけゃ こさっいさうすっかぬ-
くにき くっゃくうきぇくうっき?

╁ 〈┿╉¨╈ けぉしすぇくけゃおっ うしおさっくくっっ せょうゃ-
かっくうっ  ゃにいにゃぇのす ょっえしすゃうは すった, おすけ 

こにすぇっすしは しこぇしすう うかう たけすは ぉに いぇしすせこうすぬ-
しは いぇ さけょくけっ. ]さっょう うい くうた – こぇすさうけすに 
╀っさひいけゃしおけゅけ ╊けぉぇくけゃに, しけすさせょくうおう すせ-
さうしすうつっしおけえ そうさきに «┿urum». ¨くう けさ-
ゅぇくういけゃぇかう きせいっえ くぇ こかけとぇょはた せつっぉくけえ 
てぇたすに, おせょぇ ゃけょはす  ねおしおせさしうう, ゃっょせす うしすけ-
さうおけ-おさぇっゃっょつっしおせの ょっはすっかぬくけしすぬ しさっょう 
ょっすしおうた せつさっあょっくうえ, ぉぬのすしは いぇ しけいょぇくうっ 
きせいっは いけかけすぇ [けししうう ゃ ╀╂¨, うとせす ゅっさけっゃ 
すさせょぇ う ゃけえくに, こけきけゅぇのす うき. ╁ こけしかっょくうっ 
ゅけょに こさうゃかっおぇのす お ういせつっくうの, しけたさぇくっくうの 
う こさけしかぇゃかっくうの うしすけさうう きぇかけえ さけょうくに 
せつひくにた. 〈ぇお, いぇゃっさてぇのすしは さぇぉけすに こけ こぇ-
きはすくうおせ うしすけさうう, ぇさたうすっおすせさに う ぇさたっけ-
かけゅうう  – きけゅうかっ-さけすけくょっ こさっょしすぇゃうすっかっえ 
ちぇさしおけゅけ ゅさせいうくしおけゅけ さけょぇ ぁさうしすぇゃう う しっ-
きぬう せこさぇゃかはのとっゅけ ╀っさひいけゃしおうきう こさううし-
おぇきう ╉けおてぇさけゃぇ, さぇしこけかけあっくくけえ くぇ すっさ-
さうすけさうう しすぇさけゅけ 〉しこっくしおけゅけ くっおさけこけかは.

╁ こさけてかけき ゅけょせ, こさけゃっょは けゅさけきくせの う 
しかけあくせの こけょゅけすけゃうすっかぬくせの さぇぉけすせ, ╁. 
╊けぉぇくけゃ こさうしすせこうか お ゃけししすぇくけゃかっくうの こぇ-
きはすう いくぇきっくうすけゅけ ゃけ ゃしひき きうさっ (くけ, せゃに, 
くっ せ くぇし) こっさゃけけすおさにゃぇすっかは いけかけすけくけしくにた 
しかけひゃ [けししうう, ゅけさくけゅけ ょっはすっかは ╊ぬゃぇ ╇ゃぇ-
くけゃうつぇ ╀させしくうちにくぇ. ╉ぇお ういゃっしすくけ つうすぇすっ-
かはき ╀[, こっさゃけけすおさにゃぇすっかっき させょくけゅけ いけかけ-
すぇ [けししうう はゃかはっすしは ╄さけそっえ ╋ぇさおけゃ. ╄きせ 
せしすぇくけゃかっくに こぇきはすくうおう, こさぇゃょぇ, くうおすけ くっ 
いくぇっす, おぇお けく ゃにゅかはょっか こさう あういくう, こけねすけ-
きせ ういけぉさぇあぇっすしは けく けぉけぉとひくくにき けぉさぇいけき 
«きせあうおぇ-しすぇさぇすっかは». ┿ ゃけす ╀させしくうちにくぇ, 
ぉかぇゅけょぇさは けすおさにすうはき う すったくうつっしおうき さぇいさぇ-
ぉけすおぇき おけすけさけゅけ [けししうは ゃにてかぇ ゃ XIX ゃっおっ 
くぇ こっさゃけっ きっしすけ こけ ょけぉにつっ いけかけすぇ ゃ きうさっ 
(けょくけ うい こけしかっょしすゃうえ – さけししうえしおぇは う きうさけ-
ゃぇは いけかけすぇは かうたけさぇょおぇ), いぇぉにかう. 』っかけゃっ-
おせ, ゃにてっょてっきせ うい くぇさけょぇ, いぇ っゅけ ゃっかうおうっ 
いぇしかせゅう ょぇかう かうてぬ きっかおうえ つうく う きっょぇかぬ-

おせ. «〉ょけしすけうかしは» けく すけかぬおけ しおさけきくっえてうた 
こぇきはすくにた こかうす, ゃっょぬ こけさすさっすに し くっゅけ くっ 
こうしぇかう. ╆ぇぉにかう ょけ すぇおけえ しすっこっくう, つすけ ゃ 
しけゃっすしおうっ ゅけょに さぇいぉうかう ゃっさたくのの つぇしすぬ 
こぇきはすくうおぇ, つせょけき ゃけけぉとっ しけたさぇくうゃてっゅけしは 
くぇ しすぇさけき ╇ゃぇくけゃしおけき くっおさけこけかっ ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅぇ. ¨しすぇゃてぇはしは こけかけゃうくおぇ こぇきはすくう-
おぇ けすおさにゃぇすっかの つせすぬ くっ せこぇかぇ (う ぉにかぇ ぉに 
すけゅょぇ ゃけけぉとっ ゃにぉさけてっくぇ). ]っえつぇし 〉╂╋╉ し 
ゅけさょけしすぬの こけおぇいにゃぇっす こけ 〈╁, おぇお こかぇゃうすしは 
う かぬひすしは ゃ そけさきに ょけぉにすけっ うき うい しかけひゃ ゃ 
させしかぇた さっお いけかけすけ, けすおさにすけっ ╊.╇. ╀させしくう-
ちにくにき. ┿ こぇきはすくうお っきせ こぇょぇっす…

╁. ╊けぉぇくけゃ こけつすう せぉっょうか こさぇゃうすっかぬしすゃけ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, こけすけきおけゃ ╊. ╀させし-
くうちにくぇ, しせょに, くぇせつくにっ せつさっあょっくうは ゃ くっ-
けぉたけょうきけしすう せゃぇあうすっかぬくけゅけ, ぉっさっあくけゅけ 
う ぉかぇゅけょぇさくけゅけ けすくけてっくうは お こぇきはすう う いぇ-
しかせゅぇき ╊. ╀させしくうちにくぇ, ゃ けぉはいぇすっかぬくけしすう 
ゃけししすぇくけゃかっくうは っゅけ こぇきはすくうおぇ くぇ きけゅうかっ. 
╁こっさゃにっ けく けさゅぇくういけゃぇか しけゃさっきっくくにっ くぇ-
せつくにっ うししかっょけゃぇくうは こけゅさっぉっくうは ゅけさくはおぇ し 
ょぇかぬくっえてっえ せくうおぇかぬくけえ ょかは 〉さぇかぇ さぇぉけ-
すけえ こけ ゃけししすぇくけゃかっくうの ゃくってくっゅけ けぉかうおぇ 
こっさゃけけすおさにゃぇすっかは. ‶けしかっ いぇこかぇくうさけゃぇくけ 
しけいょぇくうっ こけさすさっすくにた う しおせかぬこすせさくにた こぇ-
きはすくうおけゃ ╊. ╀させしくうちにくせ. ╁しひ ねすけ ょっかぇっすしは 
ぉっい こけしすけさけくくっえ こけきけとう, しゃけうきう しうかぇきう.

╁ 〈¨ あっ ゃさっきは きに, っおぇすっさうくぉせさあちに, 
きけあっき こさうこけきくうすぬ すけかぬおけ けおけくつぇ-

すっかぬくけっ せくうつすけあっくうっ きけゅうか こっさゃけしすさけうすっ-
かっえ  ╄おぇすっさうくぉせさゅしおけえ おさっこけしすう, ╇しっすしおけ-
ゅけ いぇゃけょぇ う っゅけ こっさゃけゅけ せこさぇゃかはのとっゅけ くぇ 
せかうちっ ╉. ╊うぉおくったすぇ (こっさゃけっ こさぇゃけしかぇゃくけっ 
ゅけさけょしおけっ おかぇょぉうとっ «╆ぇさっつくけっ»), せくうつ-
すけあっくうっ きけゅうか ういゃっしすくにた うくけしすさぇくちっゃ くぇ 
させししおけえ しかせあぉっ くぇ ゃすけさけき くっきっちおけき おかぇょ-
ぉうとっ くぇ せかうちっ ╀かのたっさぇ, けしおゃっさくっくうっ う 
さぇいゅさぇぉかっくうっ きけゅうか ういゃっしすくにた さけょけゃ おせ-
こっつっしすゃぇ う こさけきにてかっくくうおけゃ くぇ しすぇさけき [は-
いぇくけゃしおけき おかぇょぉうとっ くぇ ╊せくぇつぇさしおけゅけ-〈ゃっ-
さうすうくぇ-╀けかぬてぇおけゃぇ (すぇき こけゅさっぉっくに う しぇきう 
[はいぇくけゃに, しっきぬ さぇい いぇ ょゃっしすう かっす ういぉうさぇ-
っきにっ ゅけさけあぇくぇきう きねさぇきう ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ). 
╃けぉうかう ╀けゅけはゃかっくしおけっ おかぇょぉうとっ こさう しすさけ-
うすっかぬしすゃっ しすっおかはくくけゅけ «しせくょせおぇ» くぇ ╊っくう-
くぇ-╁ぇえくっさぇ. 』せすぬ くっ せくうつすけあうかう ちっくすさぇかぬ-
くにえ こさうちっさおけゃくにえ こけゅけしす せ こぇきはすくうおぇ 
╊っくうくせ くぇ けょくけうきひくくけき こさけしこっおすっ (こっさゃぇは 
ちっさおけゃぬ ぅゃかっくうは ╂けしこけょくは). ‶けょ せゅさけいけえ 

せくうつすけあっくうは くっおさけこけかぬ «╆っかひくぇは さけとぇ» 
くぇ 【っえくおきぇくぇ-′ぇさけょくけえ ゃけかう…

╀けかぬてっ こけゃっいかけ ねかうすくけきせ くっおさけこけかの 
′けゃけ-〈うたゃうくしおけゅけ あっくしおけゅけ きけくぇしすにさは. ′っ 
ゃしっ きけゅうかに さぇいさせてうか ゃけっくくにえ ゅけしこうすぇかぬ う 
ゅけさけょしおぇは ょぇつぇ ゅっくっさぇかうすっすぇ 〉さぇかぬしおけゅけ 
ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ. ]ぇきう しひしすさに きけくぇしすにさは 
こさうけしすぇくけゃうかう くけゃけっ しすさけうすっかぬしすゃけ う ぉかぇ-
ゅけせしすさけえしすゃけ くぇ ょさっゃくうた しゃはすにた きけゅうかぇた 
う ぉかぇゅけしかけゃうかう うしすけさうおけゃ-ぇさたっけかけゅけゃ くぇ 
こけうしお う ゃけししすぇくけゃかっくうっ こぇきはすう こさっょおけゃ 
くぇ こけかくけしすぬの しくっしひくくけき し こけゃっさたくけしすう う 
つぇしすうつくけ せくうつすけあっくくけき おけききせくうおぇちうはきう 
こけゅけしすっ. 〉ょぇかけしぬ いぇ くっしおけかぬおけ かっす けぉくぇ-
させあうすぬ, ういせつうすぬ う うょっくすうそうちうさけゃぇすぬ さはょ 
ういゃっしすくにた っおぇすっさうくぉせさあちっゃ. 〈ぇお けこさっょっ-
かっくぇ きけゅうかぇ きねさぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, ゅけさくけゅけ 
ょっはすっかは ┿. 』っさおぇしけゃぇ, おせこちぇ I ゅうかぬょうう, 
こけこっつうすっかは ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけゅけ せつさっあょっ-
くうは ╋. ′せさけゃぇ, ゃさぇつぇ う きっちっくぇすぇ ╃けぉさけ-
たけすけゃぇ, せつひくけゅけ-ねくちうおかけこっょうしすぇ, けしくけ-
ゃぇすっかは 〉さぇかぬしおけゅけ けぉとっしすゃぇ かのぉうすっかっえ 
っしすっしすゃけいくぇくうは ′. 』せこうくぇ, しすぇさてっゅけ ぉさぇすぇ 
こうしぇすっかは ╃. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ – ╁. ╋ぇきう-
くぇ, ゅかぇゃくけゅけ こけつすきっえしすっさぇ う ょさせゅうた. ‶かぇ-
くうさせっき こけうしお きっしすぇ こけゅさっぉっくうは うゅせきっくぬう 
きけくぇしすにさは う いくぇきっくうすけゅけ ぇさたうすっおすけさぇ 
╋ぇかぇたけゃぇ. ′け おすけ ぉせょっす ゃけししすぇくぇゃかうゃぇすぬ 
きけゅうかに し こぇきはすくうおぇきう?  ╄おぇすっさうくぉせさゅしおぇは 
╄こぇさたうは ょぇかぇ しかけゃけ, つすけ こけしすぇゃうす つぇしけゃくの 
う こっさっいぇたけさけくうす けしすぇくおう. ′け ゅけょに うょせす, 
つうくけゃくうおう こさぇゃうすっかぬしすゃぇ う きうくうしすっさしすゃ 
きっくはのすしは, ょっかけ あっ くっ ょゃうあっすしは. ╁っさけはすくけ, 
くぇょけ けしけいくぇすぬ, つすけ しこぇしひくくにっ けす くっぉにすうは 
きけゅうかに うしすけさうつっしおうた かのょっえ, くぇてうた こさっょ-
おけゃ ゃぇあくに くっ すけかぬおけ ょかは ちっさおゃう, ゃしっゅょぇ 
いぇぉけすはとっえしは け しゃけうた きけとぇた, ぇ ぉけかぬてっ ょかは 
くぇし, ゅさぇあょぇく [けししうう, あうすっかっえ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ, せさぇかぬちっゃ.

╁ ╀っさひいけゃしおけき うしすうくくにっ こぇすさうけすに きっつ-
すぇのす けぉ ぇかかっっ しかぇゃに せさぇかぬしおうた ゅけさくはおけゃ し 
おけきこかっおしけき こぇきはすくうおけゃ, ぉぇさっかぬっそけゃ. ╄しすぬ 
せ くうた う あっかぇくうっ しぉっさっつぬ う くぇえょっくくにっ いぇ-
ぉさけてっくくにっ きけゅうかに, こさぇた ういゃっしすくにた うしすけ-
さうつっしおうた かうつくけしすっえ, こさけしかぇゃうゃてうた ゅけさくけっ 
ょっかけ, しゃけの きぇかせの さけょうくせ う ゃしの しすさぇくせ. 
╂けすけゃ かう ╄おぇすっさうくぉせさゅ けすょぇすぬ ╊.╇. ╀させしくう-
ちにくぇ う ょさせゅうた ゃ ょけぉさにっ させおう, うかう ゃ ぉかう-
あぇえてっき ぉせょせとっき けおけくつぇすっかぬくけ せくうつすけあうき 
ゃしの こぇきはすぬ う しゃはすにっ きけゅうかに こさっょおけゃ? 

╃けさけゅうっ 
ぉさぇすぬは う しひしすさに!

] 18 こけ 20 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ
ゃ ╀っさひいけゃしおけき 

〉しこっくしおけき たさぇきっ
こけ ぉかぇゅけしかけゃっくうの 

╁にしけおけこさっけしゃはとっくくっえてっゅけ 
╁うおっくすうは,

┿さたうっこうしおけこぇ 
╄おぇすっさうくぉせさゅしおけゅけ 
う ╁っさたけすせさしおけゅけ
ぉせょっす こさっぉにゃぇすぬ

つせょけすゃけさくぇは うおけくぇ ╀けあうっえ 
╋ぇすっさう, うきっくせっきぇは
«╁しっちぇさうちぇ».

╁ ねすう ょくう たさぇき けすおさにす 
し 8 つぇしけゃ ょけ 22 つぇしけゃ.
╇おけくぇ ╀けあうっえ ╋ぇすっさう 

«╁しっちぇさうちぇ» ぉせょっす 
ょけしすぇゃかっくぇ

うい ]ゃはすけ-〈さけうちおけゅけ 
╁しっちぇさうちうくしおけゅけ きせあしおけゅけ 
きけくぇしすにさは しっかぇ 〈ぇさぇしおけゃけ 

18 きぇさすぇ ゃ こはすくうちせ 
ゃ 14 つぇしけゃ.

‶け こさうぉにすうう うおけくに ぉせょっす 
けすしかせあっく きけかっぉっく 

し ぇおぇそうしすけき つせょけすゃけさくけきせ 
けぉさぇいせ ╀けあうっえ ╋ぇすっさう. 
╆ぇすっき ぉせょっす こさけょけかあっくけ
おさせゅかけしせすけつくけっ つすっくうっ 

ぇおぇそうしすぇ し せこけきうくぇくうっき 
け いょさぇゃうう ゃしった あっかぇのとうた 

こさうしけっょうくうすぬしは お ねすけえ 
けぉとっえ しけぉけさくけえ きけかうすゃっ.
20 きぇさすぇ ゃ ゃけしおさっしっくぬっ 

ゃ 15 つぇしけゃ しかせあうすしは 
こけしかっょくうえ きけかっぉっく 

こっさっょ うおけくけえ.
 ╁ 17 つぇしけゃ – こさけゃけょに 
つせょけすゃけさくけえ うおけくに.

╁┿╋, ╁╄〈╄[┿′｠

┺┨┵┥┨┳┵┿ ┥┨┭┣ – ┰┣ ┴┵┳┣┩┨ ┦┱┴┴┱┤┴┵┥┨┰┰┱┴┵┫
┿かっおしっえ ╂╊〉【╉¨╁, 
つかっく こさっいうょうせきぇ ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ, 
いぇき. こさっょしっょぇすっかは しっおちうう ゃっすっさぇくけゃ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ, きぇえけさ きうかうちうう ゃ けすしすぇゃおっ

╁ 〈¨〈 ゃっしっくくうえ ょっくぬ, おけゅょぇ くぇ ょけ-
さけゅぇた せあっ こけはゃうかうしぬ こさけすぇかうくに, 

は しこってうか くぇ けこっさぇすうゃくけっ しけゃっとぇくうっ せ 
くぇつぇかぬくうおぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ╂¨╁╃. ╉けゅ-
ょぇ こさけたけょうか きうきけ おぇぉうくっすぇ ╂っくくぇょうは 
┿おいぇきけゃうつぇ 〈っきくはおけゃぇ, せしかにてぇか, おぇお 
おけかかっゅう てせきくけ こけいょさぇゃかはのす っゅけ し ょくひき 
さけあょっくうは. ぁすけ ぉにかけ 22 きぇさすぇ 1974 ゅけょぇ. 
ぅ こけしこってうか こさうしけっょうくうすぬしは お うた こけ-
いょさぇゃかっくうはき.

╃ぇすぇ さけあょっくうは ╂っくくぇょうは ┿おいぇきけゃうつぇ – ょゃっ 
ょゃけえおう, くけ ょゃけっつくうおけき けく くうおけゅょぇ くっ ぉにか. 
‶けしかっ けおけくつぇくうは «しっきうかっすおう» こけしすせこうか ゃ 
しゃっさょかけゃしおうえ ぇゃすけきけぉうかぬくけ-ょけさけあくにえ すった-
くうおせき う せしこってくけ っゅけ いぇおけくつうか. ‶け けおけくつぇ-
くうう ぉにか こさういゃぇく ゃ さはょに ]けゃっすしおけえ ┿さきうう う 
くぇこさぇゃかっく ゃ ╂っさきぇくしおせの ょっきけおさぇすうつっしおせの 
さっしこせぉかうおせ. ╆ぇ たけさけてせの しかせあぉせ せょけしすけうかしは 
つっしすう ぉにすぬ しそけすけゅさぇそうさけゃぇくくにき せ さぇいゃひさ-
くせすけゅけ いくぇきっくう こけかおぇ, う おけきぇくょけゃぇくうっ つぇしすう 
ょぇあっ こけけとさうかけ ぉけえちぇ おさぇすおけしさけつくにき けすこせ-
しおけき くぇ さけょうくせ. 

‶けしかっ ょっきけぉうかういぇちうう ╂っくくぇょうえ ┿おいぇ-
きけゃうつ さぇぉけすぇか くぇ さぇいかうつくにた ゅさぇあょぇくしおうた 
こさっょこさうはすうはた ゃ さぇいくにた ょけかあくけしすはた. ┿ ゃ 
はくゃぇさっ 1972-ゅけ ゅけょぇ きっしすくにき ╂けさおけきけき 
╉けきしけきけかぇ けく ぉにか くぇこさぇゃかっく くぇ しかせあぉせ ゃ 
╀っさひいけゃしおうえ ╂¨╁╃. ]くぇつぇかぇ しけしすけはか ゃ ょけかあ-
くけしすう けこっさせこけかくけきけつっくくけゅけ ¨╀》]], ぇ いぇすっき 
しすぇか しすぇさてうき けこっさせこけかくけきけつっくくにき ¨╀》]], 
つすけ けいくぇつぇっす «けすょっか ぉけさぬぉに し たうとっくうはきう 
しけちうぇかうしすうつっしおけえ しけぉしすゃっくくけしすう う しこっおせかは-
ちうっえ». ¨╀》]] ぉにか けぉさぇいけゃぇく 16 きぇさすぇ 1937 
ゅけょぇ こせすひき ゃにょっかっくうは うい せゅけかけゃくけゅけ さけいに-
しおぇ. ╆ょっしぬ ╂っくくぇょうえ ┿おいぇきけゃうつ う こさけさぇぉけ-
すぇか こけつすう つっすゃっさすぬ ゃっおぇ – 21 ゅけょ. ¨ぉとうえ っゅけ 
しすぇあ ゃ ╋╁╃ しけしすぇゃかはっす 26 かっす.

╂っくくぇょうえ ┿おいぇきけゃうつ – すさっぉけゃぇすっかぬ-
くにえ, きせょさにえ けそうちっさ う けこっさぇすうゃくうお. 
╇き ぉにかけ こさうゃかっつっくけ お せゅけかけゃくけえ けす-
ゃっすしすゃっくくけしすう くっきぇかけ くぇさせてうすっかっえ 
ゃ さぇいかうつくにた けさゅぇくういぇちうはた けおさせゅぇ, ゃ 
つぇしすくけしすう, ゅさせここに さぇしたうすうすっかっえ ゅけしせ-
ょぇさしすゃっくくけえ しけぉしすゃっくくけしすう ゃ しうしすっきっ 
すけさゅけゃかう ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ, ゃ こさけ-
そうかぇおすけさうう いぇゃけょぇ ╀╆]╉, ╀っさひいけゃしおけき 
しすさけうすっかぬくけき せこさぇゃかっくうう, さっきけくすくけ-
しすさけうすっかぬくけき せこさぇゃかっくうう ゅけさけょぇ ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ. ╇き こさうくうきぇかうしぬ きっさに お 
ゃけいきっとっくうの くぇくっしひくくけゅけ ゅけしせょぇさしすゃせ 
いくぇつうすっかぬくけゅけ せとっさぉぇ ゃ さぇいきっさっ くっ-
しおけかぬおうた ょっしはすおけゃ すにしはつ させぉかっえ.

╆ぇ こっさうけょ しかせあぉに ゃ けさゅぇくぇた ゃくせ-
すさっくくうた ょっか ╂っくくぇょうえ ┿おいぇきけゃうつ ぉにか 
せょけしすけっく さぇいかうつくにた くぇゅさぇょ う いゃぇくうえ, 
すぇおうた おぇお いくぇおう «¨すかうつくうお きうかうちうう» う 
«╆ぇ けすかうつくせの しかせあぉせ ゃ ╋╁╃». 〈さう さぇいぇ 
っきせ ぉにかぇ ゃさせつっくぇ こけつひすくぇは ゅさぇきけすぇ 
〉╁╃ ]ゃっさょかけゃしおけゅけ けぉかうしこけかおけきぇ, ょゃぇ 
さぇいぇ – こけつひすくぇは ゅさぇきけすぇ ╂けさおけきぇ ╉‶]]. 
‶はすぬ さぇい させおけゃけょしすゃけき けぉなはゃかはかぇしぬ 
ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ. 

╋くけゅけきせ ╂っくくぇょうえ ┿おいぇきけゃうつ くぇ-
せつうかしは せ しゃけっゅけ しすぇさてっゅけ くぇしすぇゃくうおぇ, 
せつぇしすくうおぇ ╁¨╁ ‶けかうおぇさこぇ ╃っくうしけゃうつぇ 
]きけかうくぇ, くにくっ こけおけえくけゅけ, け おけすけさけき こけ しっえ 
ょっくぬ ゃしこけきうくぇっす し ぉかぇゅけょぇさくけしすぬの. ╂っくくぇ-
ょうは ┿おいぇきけゃうつぇ ゃしっゅょぇ けすかうつぇかぇ ゃにしけおぇは 
ゃにょっさあおぇ, ぇ ゃくってくっ – ゃにこさぇゃおぇ ぉさぇゃけゅけ 
けそうちっさぇ. ]け いゃぇくうっき きぇえけさぇ きうかうちうう けく う 
ゃにてっか ゃ けすしすぇゃおせ.

]っえつぇし けく – うくゃぇかうょ ゃすけさけえ ゅさせここに こけ-
あういくっくくけ, うきっっす すさけうた ょっすっえ う ゃくせおけゃ, かの-
ぉうす こさうさけょせ, けしけぉっくくけ さにぉぇかおせ, あょひす-くっ 

ょけあょひすしは ゃっしくに, つすけぉに ゃにったぇすぬ くぇ ょぇつせ う 
こけさにぉぇつうすぬ し かけょおう くぇ かのぉうきけゅけ おぇさこぇ.

╁ のぉうかっえ ╂っくくぇょうは ┿おいぇきけゃうつぇ あっかぇの 
っきせ かうつくけ けす しっぉは う させおけゃけょしすゃぇ ¨╁╃ こけ 
╀っさひいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ, こさっいうょう-
せきぇ ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ う しっおちうう 
ゃっすっさぇくけゃ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ 
いょけさけゃぬは, ょけかゅうた かっす あういくう, ぉけょさけしすう う けこ-
すうきういきぇ!
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Ïîíåäåëüíèê, 21 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 10 ]┿╋｠》 ╂[¨╋╉╇》 ]╉┿′-

╃┿╊¨╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃┿
14.35, 23.25 〈/] «╃╁┿ ] ‶¨╊¨-

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

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

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

╂¨[¨╃╄»
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 «╁┿]╇╊╇╈ ]〈┿╊╇′. ]｠′ 

╆┿ ¨〈『┿»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 〈/] «]╊╄╃]〈╁╇╄ ‶¨ 〈╄╊〉»
00.45 》/《 «╂¨╊╊╇╁〉╃]╉╇╄ 

╋╄′〈｠»
02.50 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╀¨╊を【¨╈ 

〈¨╊]〈｠╈ ╊╂〉′»
04.30 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «『╄╊〉╈ ╋╄′ぅ ╉[╄‶』╄»
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 ╂¨[¨╃¨╉
00.45 ╁╄]〈╇+
01.05 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
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»
01.10 «《〉〈╀¨╊を′┿ぅ ′¨』を»
01.45 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»
02.40 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
04.00 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «¨′╇ ╅╇╁〉〈 [ぅ╃¨╋»
12.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
14.15 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を «‶¨-

′╄╃╄╊を′╇╉ - ╃╄′を 〈ぅ-
╅╄╊｠╈»

15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ╉〉╋╇[｠
17.35 ╆╁╄╆╃｠ ╀┿[¨╉╉¨
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ′╇╉¨╊┿╈ ╉┿[┿╋╆╇′
20 . 35  ]┿〈╇ .  ′╄]╉〉』′┿ぅ 

╉╊┿]]╇╉┿...
21.15 ¨]〈[¨╁┿
21.55 ACADEMIA
22.40 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 》/《 «╉╊┿′ ‶┿]╉を╄», 1 

]╄[╇ぅ
01.40 ACADEMIA
02.30 ╇╂[┿╄〈 ╀┿[[╇ ╃〉╂╊┿]

7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00, 17.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
10.30 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
11.00, 14.00, 03.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.20 «]〈[┿′┿.RU» 
12.40 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》» 
13.10 «′┿〉╉┿ 2.0» 
13.40, 00.45, 04.15 ╁╄]〈╇.RU
14.15 《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿
15.05 ╁¨╊を′┿ぅ ╀¨[を╀┿ 
16.40 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
18.35 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
19.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.50 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.05 ╀¨╉] 
22.05 《〉〈╀¨╊. «]‶┿[〈┿╉» (╋¨-

]╉╁┿) - «╁¨╊╂┿»
01.00 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
01.55 TOP GEAR
03.10 «′┿〉╉┿ 2.0» 
03.45, 04.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 》/《 «╊╇』′¨╄ ╃╄╊¨ ]〉╃を╇ 

╇╁┿′¨╁¨╈»
10.00 》/《 «╋¨ぅ ┿′《╇]┿»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
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 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21 .00  》 /《  «╀╄╆  ¨]¨╀｠》 

‶[╇╋╄〈»
22.50 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.15 》/《 «¨]〈¨[¨╅′¨! ╉[┿]-

′┿ぅ [〈〉〈を»
01.40 》/《 «]╇╃╄╊╉┿»
03.40 》/《 «〈[¨╄ ′┿ ¨]〈[¨╁╄»
05.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.45 》/《 «╋┿[╊╇ ╇ ぅ»
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «101 ╃┿╊╋┿〈╇′╄『»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 》/《 «‶¨╃╆╄╋╉┿»
03.00 ′┿【┿ RUSSIA
04.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿

5.35 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ╅┿╃′¨]〈╇»
10.30 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ – 2»
14.10 》/《 «╀╄╊¨[〉]]╉╇╈ 

╁¨╉╆┿╊»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «┿′╂╄╊ ╋╄]〈╇»
23.00, 02.55 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.25 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╋╄〈╉╇╈ ]〈[╄╊¨╉»
02.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.40 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 «╋¨【╄′′╇╉╇»
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»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
00.00 》/《 «]〈[┿]〈╇ 》[╇]〈¨╁｠»
02.25 «╁ 』┿] ‶╇╉»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «╋¨【╄′′╇╉╇»

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

╋╇╉╉╇»
11.55, 22.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 》/《 «╃┿′╃╇ ‶¨ ‶[¨╆╁╇-

】〉 ╉[¨╉¨╃╇╊»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╆╃╄]を ╇ 

]╄╈』┿]»
03.00 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇[¨〈╁¨[╄『»
05.15 《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. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
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»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

ÆÈÂÎÒÍÛÅ

ПРОДАМ

• Попугаи: кореллы – 2500 руб., 

волнистые – 500 руб., какарики 

желтые – 3500 руб., масковые 

неразлучники (пара) – 3600 руб. 

8-961-57-33-355.

Р Е К Л А М А

• Щенок нем. овчарки, родос-

ловная, с документами, 6 мес. 

8-912-28-87-149.

Р Е К Л А М А

• Сено. 8-912-28-87-149.

Р Е К Л А М А

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ПРОДАМ

• Заднее правое крыло, «Жигу-

ли-5». 8-906-80-84-135.

Р Е К Л А М А

ÐÀÇÍÎÅ

ПРОДАМ

• Металлическая дверь, цена 

договорная. 4-43-17.

Р Е К Л А М А

• Плитка кафельная (белая). 

8-906-80-84-135.

Р Е К Л А М А

ЧАСТНЫЕ
БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА НА ОДИН ВЫПУСК

Этот купон вы можете отдать в любой киоск, где 
продаётся БР, или отнести по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9.

Текст пишется разборчиво, печатными буквами, без сокращений, 
не более 20 слов. Одно объявление на одном купоне. Рубрики: 

Транспорт, Детское, Животные, Разное, Знакомства, Бытовая техника.

Рубрика ___________________________________________________

Текст объявления _________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Данные (телефон) ______________________________________



ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

Теперь вы можете разместить в газете бесплатное объявление в 
следующие рубрики: транспорт, бытовая техника, мебель, детское, 
одежда, животные, знакомства, обмен-бюро, ищу работу, сниму 
жилье.  Ваше объявление будет напечатано в ближайший четверг.

Для этого достаточно вырезать наш купон в субботнем выпуске, 
заполнить его печатными буквами и передать в любой киоск 
Роспечати (где продается БР) или к нам в редакцию по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Красных Героев, 9.

• Редакция не несет ответственность за достоверность 
публикуемой информации.

• Редакция не гарантирует публикацию бесплатных объявлений.
• Объявления печатаются в порядке их поступления.
• Объявления коммерческого характера на бесплатной основе не 

принимаются.

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

РЕКЛАМА

• Стиральная машина «Урал», 

холодильник, швейная машина 

ручная, две жел. кровати с пан-

цирной сеткой. Все б/у. 8-904-54-

50-047.

Р Е К Л А М А

КУПЛЮ
• Старые монеты, бумажные 

деньги, значки, фарфоровые и 

металлические статуэтки, само-

вары, военная атрибутика, фото 

до 1945 года. 8-912-69-38-471.

Р Е К Л А М А

ÄÅÒÑÊÎÅ
ПРОДАМ

• Двухъярусная кровать, дерев., 

с ортопедическими матрацами. Цена 

12 т.р. Торг. 8-912-28-47-306 (Света).

Р Е К Л А М А

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

• Меняю место в д/с №4 по 
ул. Косых, на место в д/с №22, №35 
или №39 (средняя группа 4-5 лет). 

8-953-04-81-089.

Р Е К Л А М А
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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 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇‶[¨-

‶╇╊╄′┿
21.00 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
22.00 〈/] «]╉╁¨〈»
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 «]╁╇╃╄〈╄╊╇»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «′┿ ′¨』を ╂╊ぅ╃ぅ»
00.45 》/《 «╊╄╂╄′╃｠ ¨]╄′╇»
03.20 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ 

╀〉╃╄〈»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «ぁ《╇[ ╉┿╉ ‶[╄╃』〉╁-

]〈╁╇╄»
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 〈/] «╊ぃ╀¨╁を ╇ [┿╆╊〉╉┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «ぅ ╁┿╋ ╀¨╊を【╄ ′╄ 

╁╄[ぃ»
02.05 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
03.05 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊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 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 〈/] «‶[┿╁╇╊¨ ╊┿╀╇-

[╇′〈┿»
01.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿»
02.00 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄-

╃╇′¨╉»
03.00 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»
03.55 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «]〈┿′╇『┿ ╃┿╊を′ぅぅ»
12.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.45 ╋¨╈ ぁ[╋╇〈┿╅
14.20 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ 〈[┿-

╂╄╃╇ぅ», 1 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ‶┿[〈╇〈〉[｠ ′╄ ╂¨[ぅ〈
17.35 ╆╁╄╆╃｠ ╀┿[¨╉╉¨
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.35 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
21.15 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
21.55 ACADEMIA
22.45 ┿‶¨╉[╇《
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╉╊┿′ ‶┿]╉を╄», 2 

]╄[╇ぅ
01.20 ‶┿[〈╇〈〉[｠ ′╄ ╂¨[ぅ〈
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 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.30, 15.05 «╀╇┿〈╊¨′»
11.00, 14.00, 00.15, 02.25 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿» 
11.50 《〉〈╀¨╊. «]‶┿[〈┿╉» (╋¨-

]╉╁┿) - «╁¨╊╂┿»
13.40, 00.00, 03.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿» 
17.20 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.55, 01.20 TOP GEAR 
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 ‶╊ぅ╅′｠╈ 《〉〈╀¨╊ 
22.00 》/《 «〉[¨╉ ╁｠╅╇╁┿′╇ぅ»
00.35 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇» 
02.35, 03.55 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
04.35 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.55 》/《 «┿╊╄【╉╇′┿ ╊ぃ╀¨╁を»
10.35 》/《 «╉[┿‶¨╁｠╈ ╀╄[╄〈»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╉[┿‶¨╁｠╈ ╀╄[╄〈» 

(‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄)
14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.30 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╂╄′╇ぅ»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.30, 23.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 «╁┿╊╄′〈╇′┿ 〈¨╊╉〉′¨╁┿. 

′╇』╄╂¨ ′╄ ╉¨′』┿╄〈]ぅ...»
22.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
02.00 》/《 «╉[｠【┿»
04 .05  》 /《  «╀╄╆  ¨]¨╀｠》 

‶[╇╋╄〈»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.30, 19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «ぅ ′╇╉¨╂╃┿ ′╄ ╀〉╃〉 

〈╁¨╄╈»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30, 20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ 

‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╀╊¨′╃╇′╉┿ ╁ 

╆┿╉¨′╄»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «10 ‶[╇』╇′ ╋¨╄╈ 

′╄′┿╁╇]〈╇»
02.50 》/《 «┿╁〈¨]〈¨ぅ′╉┿»
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.35 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.50 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

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 ]╄]〈[┿»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇ 
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «‶¨]╊╄ ‶[¨』〈╄′╇ぅ 

]╅╄』を»
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
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 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
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 》/《 «╀┿╂[¨╁｠╄ [╄╉╇ 2. 

┿′╂╄╊｠ ┿‶¨╉┿╊╇‶]╇]┿»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╅┿╃′¨]〈を»
00.00 》/《 «╁¨╇′｠-¨╀¨[¨〈′╇»
02.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «╅┿╃′¨]〈を»

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

‶[¨╆╁╇】〉 ╉[¨╉¨╃╇╊»
11.45, 23.05 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉[¨╉¨╃╇╊ 

╃┿′╃╇ - 2»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 ╃/《 «╋┿[┿╃¨′┿»
03.40 》/《 «‶¨╅╇[┿〈╄╊を ╃〉【»
05.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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 «╂〉[╋ぁ»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
17.10 «DE FACTO»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
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. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
01.05 «DE FACTO»
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Ñðåäà, 23 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 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇-

‶[¨‶╇╊╄′┿
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 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
22.00 〈/] «]╉╁¨〈»
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 «╀╄╊｠╈ ╁¨[¨〈′╇』¨╉»
01.00 》/《 «¨]¨╀¨╄ ╋′╄′╇╄»
03.40 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ 

╀〉╃╄〈»
04.30 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

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 〈/] «╊ぃ╀¨╁を ╇ [┿╆╊〉╉┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╇]〈¨[╇ぅ ¨ ╂┿[[╇»
02.00 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
02.55 》/《 «╀〉╋╀┿[┿【», 1 ]╄[╇ぅ
04.15 ╂¨[¨╃¨╉
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 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄-3»
21.30 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 〈/] «‶[┿╁╇╊¨ ╊┿╀╇-

[╇′〈┿»
01.30 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
02.35 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»
03.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╃╁¨╄ ╁ ]〈╄‶╇»
12.05, 18.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.45 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.20 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ 〈[┿-

╂╄╃╇ぅ», 2 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ‶┿[〈╇〈〉[｠ ′╄ ╂¨[ぅ〈
17.35 ╆╁╄╆╃｠ ╀┿[¨╉╉¨
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.35 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
21.15 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
21.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.55 ACADEMIA
22.45 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╉╊┿′ ‶┿]╉を╄», 3 

]╄[╇ぅ
01.20 ‶┿[〈╇〈〉[｠ ′╄ ╂¨[ぅ〈
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.05, 01.05 TOP GEAR
6.10 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
10.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
11.00, 14.00, 18.10, 00.45, 03.20 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
13.40, 00.30, 04.35 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
15.15 ╀╇┿〈╊¨′
17.20 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
18.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.00 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 《╇′┿╊ 

«╆┿‶┿╃» 
23.25 ‶╊ぅ╅′｠╈ 《〉〈╀¨╊ 
02.05 «╂[┿′-‶[╇»
03.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
04.50 ╁╄╊¨]‶¨[〈

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 》/《 «╀╄╆ ╁╇╃╇╋｠》 ‶[╇』╇′»
10.35 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╋┿〈[¨] ] «╉¨╋╄〈｠»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «『╄‶を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
20.55 》/《 «╋┿〈╄[╇′]╉╇╈ ╇′-

]〈╇′╉〈»
22.45 «╊╄╃╇ ╃╇┿′┿, ╉┿╋╇╊╊┿ 

‶┿[╉╄[ ╇ ‶[╇′『 〉ぁ╊を]╉╇╈»
00.15 》/《 «‶¨╀╄╂»
02.30 》/《 «]╄╃を╋¨╄ ′╄╀¨»
04.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
05.20 «╆┿[′╇『┿. ]‶¨[〈. ぁ╉]-

〈[╇╋»

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

′┿╁╇]〈╇»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

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

╆┿╉¨′╄»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «‶╄╁╄『 ′┿ ]╁┿╃を╀╄»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╉╊┿]]»
02 .50  》 /《  «〉╉[┿╃╇ ╋¨╄ 

]╄[╃『╄»
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

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 》/《 «╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ]〈¨-

╊╇『┿!»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇ 
19.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21 .00  》 /《  «‶[╄╃╄╊を′┿ぅ 

╂╊〉╀╇′┿»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «‶¨╊╄〈 』┱[′¨╂¨ 

┿′╂╄╊┿»
03.05 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.55 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
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 》/《 «╁¨╇′｠-¨╀¨[¨〈′╇»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»
00.00 》/《 «╁╆ぅ〈を ╅╇╁｠╋ ╇╊╇ 

╋╄[〈╁｠╋»
02.05 «╅╇╆′を ╉┿╉ 』〉╃¨»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»

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

╃┿′╃╇ - 2»
12.05 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
21.00 》/《 «╊┿[┿ ╉[¨《〈. [┿]-

》╇〈╇〈╄╊を′╇『┿ ╂[¨╀′╇『»
23.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

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

╁╆[｠╁┿»
01.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╀╊¨′╃╇′╉┿ 

╁ 【¨╉¨╊┿╃╄»
03.10 》/《 «┿╋╇]〈┿╃»
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. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
17.10 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
19.15 «¨]¨╀┿ぅ ╋╇]]╇ぅ»
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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╃╁¨[『｠ おせかぬすせさに う しこけさすぇ, 
さぇいゃかっおぇすっかぬくにっ ちっくすさに, おう-

くけすっぇすさに, こぇさおう – おぇお こけおぇいぇか ゅけ-
さけょしおけえ おけくおせさし «╄しかう ぉに は ぉにか 
きねさけき» – うきっくくけ ねすけゅけ くっ たゃぇすぇっす 
きけかけょひあう. 

107 すゃけさつっしおうた さぇぉけす こさうしかぇかう ておけかぬ-
くうおう う ょっすしぇょけゃちに ゃ すっささうすけさうぇかぬくせの 
ういぉうさぇすっかぬくせの おけきうししうの, おけすけさぇは はゃかは-
っすしは けさゅぇくういぇすけさけき おけくおせさしぇ. 〉つぇしすくうおう 
こうしぇかう しけつうくっくうは, しおぇいおう, しすうたう, しけしすぇゃ-
かはかう こさっょゃにぉけさくにっ こさけゅさぇききに, さうしけゃぇ-
かう こかぇおぇすに う ょっかぇかう きぇおっすに ゅけさけょぇ ぉせ-
ょせとっゅけ. 

′け, くっしきけすさは くぇ おけかうつっしすゃけ ょっすしおうた 
うょっえ, くぇえすう つすけ-すけ けさうゅうくぇかぬくけっ ぉにかけ 
しかけあくけ: 

– ぅ きくけゅけ かっす しせあせ ねすけす おけくおせさし, くけ 
すぇおけゅけ ぇあうけすぇあぇ くっ ぉにかけ くうおけゅょぇ, – 
せょうゃかはっすしは ╊のょきうかぇ ╉せおしけゃぇ, いぇきっしすう-
すっかぬ ょうさっおすけさぇ 『╃〈. – ╀にすぬ きけあっす ねすけ 
さっいせかぬすぇす けすしせすしすゃうは ゃ ゅけさけょっ きねさぇ, 
あっかぇくうは さっぉはす しすぇかう おぇお ぉせょすけ さっぇかぬ-
くっっ. ′け さぇぉけすに しおせつくけゃぇすにっ, たけすっかけしぬ 
ぉに せゃうょっすぬ つすけ-すけ くっけぉにつくけっ. ╄とひ おけく-
おせさし こけおぇいぇか, つすけ きけかけょひあぬ くっ いくぇっす けぉ 
せつさっあょっくうはた, おけすけさにっ せあっ しせとっしすゃせ-

のす ゃ ゅけさけょっ, う たけすはす ゃくけゃぬ こけしすさけうすぬ 
ちっくすさ ょっすしおけゅけ すゃけさつっしすゃぇ, ょけしせゅけゃにっ 
ちっくすさに, ょけきぇ おせかぬすせさに, しこけさすうゃくにっ せつ-
さっあょっくうは. 

‶けねすけきせ こけぉっょうかう さぇぉけすに し すゃけさつっしおけえ 
ういのきうくおけえ. ]さっょう しすぇさてっおかぇししくうおけゃ  
けすかうつうかうしぬ たせょけあくうちに ぃかうは ╁はかおけゃぇ 
(かうちっえ わ3 «┿かぬはくし») う ┿かひくぇ ╋っておけ-
ゃぇ (ておけかぇ わ33). ‶かぇおぇす ぃかう (くぇ そけすけ) 
せょうゃうか あのさう しゃけうき ゅかせぉけおうき しきにしかけき: 
ょっゃせておぇ くぇさうしけゃぇかぇ けゅさけきくにっ かぇょけくう, 
くぇ おけすけさにた さぇしこけかけあうかしは ちっかにえ ゅけさけょ. 
┿ ┿かひくぇ くぇさうしけゃぇかぇ くぇ こかぇおぇすっ しゃけの 
こさっょゃにぉけさくせの こさけゅさぇききせ, おけすけさせの こさっ-
いっくすせっす こっさっょ こさっょしすぇゃうすっかはきう こさっししに. 
′ぇょっあょぇ ‶けすぇこけゃぇ, こさっょしっょぇすっかぬ ╀っさひ-
いけゃしおけえ 〈╇╉, ょぇあっ せいくぇかぇ ゃ ゅかぇゃくけえ ゅっさけ-
うくっ しっぉは – くっ すぇお ょぇゃくけ けくぇ しぇきぇ さっゅせかはさ-
くけ くぇたけょうかぇしぬ こけょ こさうちっかけき ゃうょっけおぇきっさ. 

‶さうゅかはくせかしは つかっくぇき あのさう こけ-
きぇはおけゃしおう ゃにさぇいうすっかぬくにえ う ぉさけしおうえ こさう-
いにゃ お せつぇしすうの ゃ ゃにぉけさぇた ′ぇょっあょに ╆うくの-
おけゃけえ うい ておけかに わ23: 

«〈けゃぇさうと! 
] ょうゃぇくぇ ゃしすぇゃぇえ う けぉけいくぇつぬ  
]ゃけの ゅさぇあょぇくしおせの こけいうちうの. 
╋ねさぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゃにぉうさぇえ! 

′ぇさけょくせの ゃけかの くっ こさっゃさぇとぇえ 
╁ そうおちうの!». 
′ぇつぇかぬくにっ おかぇししに せょぇさうかうしぬ ゃ ょっおけさぇ-

すうゃくけ-こさうおかぇょくけっ うしおせししすゃけ. ╃ぇさぬは ╀させし-
くうちにくぇ うい ておけかに わ8 しょっかぇかぇ こかぇしすうおけ-
ゃにえ きぇおっす ゅけさけょしおけゅけ こぇさおぇ (くぇ そけすけ), ぇ 
ゅうきくぇいうしす ]っさゅっえ 〈せくうおうく こさけょっかぇか っとひ 
ぉけかっっ しかけあくせの さぇぉけすせ – しこかひか ょっすしおせの 
こかけとぇょおせ うい ぉうしっさぇ. 

[ぇぉけすぇ, し おけすけさけえ こけかっいくけ けいくぇおけきうすぬ-
しは ゃしっき せつぇしすくうおぇき おけくおせさしぇ, – しっきっえくぇは 
うゅさぇ ゃ そけさきっ ねおしおせさしうう こけ ╀っさひいけゃしおけきせ, 
しょっかぇくくぇは ょけておけかぬくうおけき ╃うきけえ ╉せきうくけ-
ゃにき うい ょっすしおけゅけ しぇょぇ わ39 う っゅけ きぇきけえ. 
┿かひてぇ ¨さかけゃ, ゃけしこうすぇくくうお すけゅけ あっ ╃¨〉, 
ういかけあうか しゃけの こさっょゃにぉけさくせの こさけゅさぇききせ 
ゃ しすうたぇた う こけきっしすうか っひ くぇ おさぇしけつくにえ こかぇ-
おぇす. ′ぇ くひき さはょけき し せあっ しせとっしすゃせのとうきう 
いょぇくうはきう さぇいきっしすうかうしぬ すっ, つすけ きぇかにて 
こけしすさけうす, いぇくはゃ おさっしかけ きねさぇ. 

–  ╉けくおせさし くぇぉうさぇっす けぉけさけすに, – しつう-
すぇっす ′ぇょっあょぇ ‶けすぇこけゃぇ, – ょぇあっ, くっ-
しきけすさは くぇ ゃしっ しかけあくけしすう くにくってくっえ 
おぇきこぇくうう, つうしかけ せつぇしすくうおけゃ ゃけいさけしかけ. 
╀にすぬ きけあっす ゃ さぇぉけすぇた う こさうしせすしすゃせっす 
くっおぇは けょくけぉけおけしすぬ, くけ ゅかぇゃくけっ – う ょっすう, 
う さけょうすっかう, う せつうすっかは うくすっさっしせのすしは 

しせょぬぉけえ ゅけさけょぇ. ¨くう たけすはす, つすけぉに せ くぇし ぉにか 
たけさけてうえ きねさ, おけすけさにえ しょっかぇっす あういくぬ ゃ ╀っさひ-
いけゃしおけき おけきそけさすくっっ う かせつてっ. ]こぇしうぉけ ゃしっき 
こっょぇゅけゅぇき, おけすけさにっ しきけゅかう こけょゃうゅくせすぬ しゃけうた 
ゃけしこうすぇくくうおけゃ お せつぇしすうの. 

‶けょぇさおう いぇ こけぉっょせ こけかせつぇす さっぉはすぇ うい ょっすしおうた 
しぇょけゃ わ39, 17, 29 う ておけか わ1, 3, 5, 8, 9, 10, 21, 
23, 33. 

┵┮┤┫┮┤ 
╅うかう-ぉにかう ゅけさけょ う こけしひかけお. ‶さけしうす こけしひかけお: 
– ╇しこっおう, ゅけさけょ, きねさぇ. 
– ╇い つっゅけ こっつぬ-すけ? ╉ぇくょうょぇすけゃ くっすせ. 
– ぁ-ねた, こけしひかけお! ‶け いぇょゃけさおぇき こけしおさっぉう, こけ せかう-

ちぇき こけきっすう: ぇゃけしぬ きねさ う くぇえょひすしは. 
╁いはか ゅけさけょ こけょこうしう し あうすっかっえ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 

う くぇぉさぇかけしぬ おぇくょうょぇすけゃ こさうゅけさてくう し ょゃっ. ╆ぇきっしうか 
くぇ いくぇくうはた, ういあぇさうか くぇ せきっくうはた う こけかけあうか くぇ ゃに-
ぉけさに ういぉうさぇすぬしは. 

╋ねさ ういぉうさぇかしは-ういぉうさぇかしは, ょぇ ゃょさせゅ う ゃにぉさぇかしは – 
ゃにてっか うい けそうしぇ, しっか ゃ «╋っさしっょっし», し «╋っさしっょっしぇ» 
こさにゅくせか くぇ «‶けさて ╉ぇっく» う こけったぇか ょぇかぬてっ う ょぇかぬ-
てっ. 

╄たぇか きねさ こけ ょけさけゅっ, ぇ くぇゃしすさっつせ っきせ おけささせこちうは: 
– ╋ねさ, きねさ! ぅ すっぉは しなっき. 
– ′っ ってぬ きっくは, いかぇは おけささせこちうは! ぅ すっぉっ こっしっくおせ 

しこけの, – しおぇいぇか きねさ う いぇこっか: 
ぅ こけ いぇょゃけさおぇき しおさっぉひく, 
‶け せかうちぇき きってっく, 
╃ぇ ゃ せきっくうはた こさはあっく, 
′ぇ ゃにぉけさぇた うしこにすぇく; 
ぅ けす こけしひかおぇ せてひか, 
ぅ けす ゅけさけょぇ せてひか, 
¨す すっぉは, おけささせこちうは, くっ たうすさけ せえすう! 
╇ こけったぇか しっぉっ ょぇかぬてっ, すけかぬおけ おけささせこちうは っゅけ う 

ゃうょっかぇ! 
╄ょっす きねさ, ぇ くぇゃしすさっつせ っきせ ゃけさけゃしすゃけ: 
– ╋ねさ, きねさ! ぅ すっぉは しなっき. 
– ′っ ってぬ きっくは, ゃけさけゃしすゃけ, は すっぉっ こっしっくおせ しこけの. 

ぅ こけ いぇょゃけさおぇき しおさっぉひく, 
‶け せかうちぇき きってっく, 
╃ぇ ゃ せきっくうはた こさはあっく, 
′ぇ ゃにぉけさぇた うしこにすぇく; 
ぅ けす こけしひかおぇ せてひか, 
ぅ けす ゅけさけょぇ せてひか, 
ぅ けす おけささせこちうう せてひか,
¨す すっぉは, ゃけさけゃしすゃけ, くっ たうすさけ せえすう! 
╇ こけったぇか しっぉっ ょぇかぬてっ, すけかぬおけ ゃけさけゃしすゃけ っゅけ う 

ゃうょっかけ! 
╄ょっす きねさ, ぇ くぇゃしすさっつせ っきせ あぇょくけしすぬ: 
– ╆ょさぇゃしすゃせえ, きねさ! ╉ぇおけえ すに たけさけてっくぬおうえ! 
┿ きねさ いぇこっか: 
– ぅ こけ いぇょゃけさおぇき しおさっぉひく, 
‶け せかうちぇき きってっく, 
╃ぇ ゃ せきっくうはた こさはあっく, 
′ぇ ゃにぉけさぇた うしこにすぇく; 
ぅ けす こけしひかおぇ せてひか, 
ぅ けす ゅけさけょぇ せてひか, 
ぅ けす おけささせこちうう せてひか,
ぅ けす ゃけさけゃしすゃぇ せてひか,
¨す すっぉは, あぇょくけしすぬ, う こけょぇゃくけ せえょせ! 
– ╉ぇおぇは しかぇゃくぇは こっしっくおぇ! – しおぇいぇかぇ あぇょくけしすぬ. – ′け 

ゃっょぬ は, きねさ, ぉけかぬてっゅけ たけつせ, し かのょぬきう けぉとぇのしぬ. ]はょぬ-
おぇ くぇ きけう ぉぇくおくけすに ょぇ こさけこけえ っとひ さぇいけお こけゅさけきつっ. 

╋ねさ こけゃっさうか あぇょくけしすう う いぇこっか すせ あっ こっしくの, ぇ 
あぇょくけしすぬ – ぇき っゅけ! – う しなっかぇ. 

╃ぇくうか ╊うしうちうく 4 «ぉ» おかぇしし, ゅうきくぇいうは わ5.
‶けぉっょうすっかぬ くけきうくぇちうう «╊せつてうえ しおぇいけつくうお».

╋けえ こぇこぇ きくけゅけ かっす ぉにか しぇきにき ゅかぇゃくにき つっかけゃっおけき ゃ くぇてっき ゅけさけょっ. ぅ 
けつっくぬ たけつせ, つすけぉに けく ゃっさくせかしは う しくけゃぇ しすぇか きねさけき. ‶けすけきせ つすけ けく きけあっす 
こさうゃかっつぬ きくけゅけ きぇてうく ょかは すけゅけ, つすけぉに せかうちに ぉにかう つうしすにきう, つすけぉに ぉにかう 
さぇぉけつうっ きっしすぇ う きくけゅけ くけゃにた ょけきけゃ. ╋けえ こぇこぇ きけあっす こけきけつぬ こけかうちうう くぇ-
ゃっしすう こけさはょけお ゃ ゅけさけょっ, こけえきぇすぬ こさっしすせこくうおけゃ. ╇ すけゅょぇ ゃ ゅけさけょっ しすぇくっす 
しこけおけえくけ. ╉けゅょぇ は ゃにさぇしすせ, こけしすぇさぇのしぬ こさけょけかあうすぬ っゅけ ょっかけ う しょっかぇすぬ 
くぇて ゅけさけょ しぇきにき おさぇしうゃにき くぇ こかぇくっすっ う しぇきにき ぉっいけこぇしくにき. 

╋ぇおしうき ╀さけいけゃしおうえ, 6 かっす, 
╋¨〉 ¨¨【 わ29.

╁けす ぉに しすぇか は くぇてうき きねさけき, 
ぅ ぉに しすぇか ょかは ゃしった こさうきっさけき:
ぅ ぉに しこけさすけき いぇくうきぇかしは
╇ し ょっかぇきう せこさぇゃかはかしは. 
╃っすはき ぉに ょぇさうか おけくそっすに,
╀にか ぉに ょけぉさにき つっかけゃっおけき. 

┿かひてぇ ¨さかけゃ う きぇきぇ, 
ょっすしおうえ しぇょ わ39.

┿ ╉〈¨ 〈┿╉¨╈ ╋ぁ[? – 
]‶[¨]╇╊ ぅ 〉 ╋┿╋｠…

╇ すぇお おぇお ぉにか すけゅょぇ は きぇかっくぬおうえ, きぇきぇ いぇょせきぇかぇしぬ, おぇお ぉに けぉなはし-
くうすぬ ねすけ こけくはすくっっ ょかは きっくは. 

– ╁ けぉとっき きねさ – ねすけ すぇおけえ ゃぇあくにえ つっかけゃっお...
– ╉ぇお こさっいうょっくす? – しこさけしうか は.
– ′せ, こけつすう, すけかぬおけ こさっいうょっくす こさぇゃうす しすさぇくけえ, ぇ きねさ – ゅけさけょけき うかう 

こけしひかおけき, うかう ょっさっゃくっえ. ╁けけぉとっ きねさ – うくけしすさぇくくけっ しかけゃけ, こさけとっ 
しおぇいぇすぬ – ゅかぇゃぇ. ‶さぇゃうすっかぬ. ¨く こさうくうきぇっす ゃぇあくにっ さってっくうは, さぇしこさっ-
ょっかはっす ょっくぬゅう. 

〈せす は っひ こっさっぉうか: 
– ぁすけ おぇお すに, きぇきぇ, ょぇ? 〈に あっ すけあっ こさうくうきぇってぬ さってっくうは, おせょぇ こけ-

すさぇすうすぬ ょっくぬゅう. 
– ╃ぇ. 〈けかぬおけ は こさうくうきぇの さってっくうは こさけ すっ ょっくぬゅう, おけすけさにっ きくっ いぇこかぇ-

すうかう いぇ さぇぉけすせ. ┿ きねさ – いぇ ょっくぬゅう, おけすけさにっ っきせ ゃにょっかうかう うい ゅけしせょぇさ-
しすゃっくくけゅけ ぉのょあっすぇ うかう けぉかぇしすくけゅけ うかう… ╄しすぬ っとひ こさっょこさうくうきぇすっかう, 
おけすけさにっ すけあっ ゃにょっかはのす ょっくぬゅう くぇ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ さけょくけゅけ ゅけさけょぇ. 

– ‶さけ ょっくぬゅう こけくはか. ┿ つすけ っとひ けく ょっかぇっす? 
– ¨く こけょこうしにゃぇっす せおぇいに う こさうおぇいに こさけ すけ, おぇお せかせつてうすぬ さぇぉけすせ 

ゅけしせょぇさしすゃっくくにた せつさっあょっくうえ. ′ぇこさうきっさ, ょっすしおうた しぇょけゃ うかう ぉけかぬ-
くうち. ╇かう, くぇこさうきっさ, ゃにこぇょぇっす きくけゅけ しくっゅぇ, っゅけ くぇょけ つうしすうすぬ. ╁しは-
おうっ しかせあぉに, おけすけさにっ ょけかあくに ねすけ ょっかぇすぬ, おけくっつくけ, つうしすはす せかうちに. ′け 
すけかぬおけ きねさ きけあっす けすょぇすぬ さぇしこけさはあっくうっ, つすけぉに ょけさけゅう さぇしつうとぇかう ゃ 
せしうかっくくけき さっあうきっ. ╇, おけゅょぇ くけつぬの しくっゅぇ ゃにこぇょぇっす けつっくぬ きくけゅけ, すぇお 
つすけ くう ぇゃすけぉせし, おけすけさにえ ゃっいひす くぇし ゃ ょっすしおうえ しぇょ, くう きぇてうくに こさけ-
ったぇすぬ くっ きけゅせす, きねさ こさうくうきぇっす さってっくうっ つうしすうすぬ ょけさけゅう ゃしの くけつぬ う 
ゃっしぬ ょっくぬ. 〈に こさけしにこぇってぬしは, しきけすさうてぬ ゃ けおけておけ – ぇ すぇき きくけゅけ しくっ-
ゅぇ, ぇ くうゅょっ くっす いぇすけさけゃ. ╁けす すぇおうっ さってっくうは こさうくうきぇっす きねさ. 

– ┿ つすけ っとひ けく ょっかぇっす? 
– 〈に いくぇってぬ, しにく, ょぇゃぇえ すに ゃにさぇしすってぬ う しすぇくってぬ きねさけき. ╇ すけゅょぇ 

すに きくっ さぇししおぇあってぬ, つすけ けく ょっかぇっす. ┿ は うき くっ ぉにかぇ. ぅ きけあっす う きねさ, くけ 
すけかぬおけ ゃ くぇてっえ しっきぬっ. ぅ すけあっ こさうくうきぇの さってっくうは. ′ぇこさうきっさ, おけゅょぇ 
くせあくけ せぉさぇすぬしは ゃ おゃぇさすうさっ (ゃっょぬ ぉっい きけっえ こさけしぬぉに ゃに ねすけ くっ しょっかぇっ-
すっ). ╄とひ は こさうくうきぇの さってっくうっ, おせょぇ きに こけっょっき けすょにたぇすぬ, う つすけ ぉせょっき 
おせてぇすぬ. ╁に きくっ ゅけゃけさうすっ しゃけう こけあっかぇくうは, ぇ せあ は さってぇの. ╄とひ, おけゅょぇ 
こけかせつぇの いぇさこかぇすせ, さってぇの, おせょぇ きに っひ こけすさぇすうき. ╇ け ゃぇてっき さっあうきっ 
ょくは は こさうくうきぇの さってっくうは, こさうしかせてうゃぇはしぬ お しけゃっすぇき こっょぇゅけゅけゃ う ゃさぇ-
つっえ. ╁けす すぇおけえ は きぇかっくぬおうえ きねさ. 

╇ すけゅょぇ は さってうか, つすけ っしかう しすぇくせ きねさけき, すけ すけあっ ぉせょせ こさうくうきぇすぬ 
ゃしはおうっ さってっくうは, くけ すけかぬおけ たけさけてうっ. 』すけぉ かのょはき ゃ くぇてっき ゅけさけょっ あう-
かけしぬ たけさけてけ! 
┿くょさっえ ‶さうたけょぬおけ う きぇきぇ ┿くくぇ ╊けこぇすうくぇ, ょっすしおうえ しぇょ わ17.

III きっしすけ しさっょう ょけておけかぬくうおけゃ.‶けぉっょうすっかぬ くけきうくぇちうう «╉けゅょぇ は ぉせょせ こぇこけえ».

‶かぇおぇす ぃかうう ╁はかおけゃけえ いぇくはか I きっしすけ 
しさっょう しすぇさてっおかぇししくうおけゃ

]つひすくぇは うゅさぇ ╃うきに ╉せきうくけゃぇ 
しすぇかぇ かせつてっえ しさっょう ょけておけかぬくうおけゃ

«‶さうのす ょかは あうゃけすくにた»,
┿くぇしすぇしうは ‶せいぇくけゃぇ, ¨〉 わ33.
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╇くゅさっょうっくすに: 
• きせおぇ – 250 ゅ
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 

1 しすけかけゃぇは かけあおぇ
• しけかぬ – 0,5 つぇえくけえ かけあおう
• ょさけああう しせたうっ – 5 ゅ
• ゃけょぇ – 150 きか
• しぇたぇさ – 1 しすけかけゃぇは かけあおぇ
• はえちぇ – 1 てす.
• しっきっくぇ おせくあせすくにっ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╋せおせ こさけしっはすぬ ゃ きうしおせ ゅけさおけえ. ]ょっかぇすぬ 

しゃっさたせ せゅかせぉかっくうっ, こけ おさぇはき さぇしこさっょっかうすぬ しけかぬ う しぇたぇさ. ╁ ちっくすさ こけかけあうすぬ ょさけああう う くぇ-
さっいぇくくけっ きぇかっくぬおうきう おせしけつおぇきう しかうゃけつくけっ きぇしかけ おけきくぇすくけえ すっきこっさぇすせさに. ╁かうすぬ ゃけょせ. 
╋ってぇすぬ, くぇつうくぇは けす しっさっょうくに, すぇお, つすけぉに きせおぇ し おさぇひゃ しぇきぇ けこせしおぇかぇしぬ お ちっくすさせ. ╆ぇすっき 
さぇいきってうゃぇすぬ おさせゅけゃにきう ょゃうあっくうはきう 12-15 きうくせす. ‶っさっかけあうすぬ すっしすけ くぇ しすけか う ゃにきってう-
ゃぇすぬ ょけ すった こけさ, こけおぇ けくけ くっ こっさっしすぇくっす こさうかうこぇすぬ お くっこさうしにこぇくくけえ きせおけえ こけゃっさたくけしすう.

] しうかけえ けすぉうすぬ すっしすけ けぉ しすけか – しすせおくせすぬ, しけぉさぇすぬ すっしすけ ゃ てぇさ, しくけゃぇ しすせおくせすぬ. ‶けゃすけさはすぬ 
8-10 きうくせす. ╆ぇゃっさくせすぬ すっしすけ ゃ こかひくおせ う けしすぇゃうすぬ ゃ すひこかけき きっしすっ くぇ 15 きうくせす. ╆ぇすっき くぇ 
こさうしにこぇくくけき きせおけえ しすけかっ さぇいきはすぬ すっしすけ させおぇきう.  ]おぇすぇすぬ ゃ すけかしすにえ あゅせす う くぇさっいぇすぬ くぇ 21 
さぇゃくせの つぇしすぬ. ]おぇすぇすぬ おぇあょにえ おせしけお ゃ てぇさうお. ‶さけすうゃっくぬ しぉさにいくせすぬ ゃけょけえ う くぇおさにすぬ ぉせ-
きぇゅけえ ょかは ゃにこっつおう. 〉かけあうすぬ てぇさうおう さはょぇきう すぇお, つすけぉに けくう しけこさうおぇしぇかうしぬ ょさせゅ し ょさせゅけき. 
‶っさゃにえ さはょ – てっしすぬ てぇさうおけゃ, ゃすけさけえ – こはすぬ, すさっすうえ – つっすにさっ う す.ょ. ‶けしかっょくっきせ てぇさうおせ 
こさうょぇすぬ ゃにすはくせすせの そけさきせ う こさうかっこうすぬ っゅけ こけ ちっくすさせ しぇきけゅけ ょかうくくけゅけ さはょぇ. ‶けかせつうすしは 
«くけあおぇ». ]きぇいぇすぬ てぇさうおう しかっゅおぇ ゃいぉうすにき はえちけき, こさうしにこぇすぬ おせくあせすけき. ¨しすぇゃうすぬ ゃ すひこかけき 
きっしすっ くぇ 40 きうくせす. ╁にこっおぇすぬ ゃ さぇいけゅさっすけえ ょけ 200 ゅさぇょせしけゃ ょせたけゃおっ 25 きうくせす. ╂けすけゃにっ 
ぉせかけつおう くぇおさにすぬ こけかけすっくちっき う ょぇすぬ こけしすけはすぬ うき ょっしはすぬ きうくせす. ‶っさっかけあうすぬ ぉせかけつおう くぇ 
こけょくけし うかう ぉけかぬてけっ こかけしおけっ ぉかのょけ, いぇゃはいぇすぬ くぇ «くけあおっ» おさぇしうゃにえ ぉぇくすうお.

«ÆÓ×ÎÊ»
╇くゅさっょうっくすに: 

• そせくょせお – 300 ゅ
• しぇたぇさ – 300 ゅ
• ぉっかおう はうつくにっ – 10 てす.
• きせおぇ – 1 しすけかけゃぇは かけあおぇ
╃かは おさっきぇ:
• しかうゃおう あうさくけしすぬの 35% 

– 400 きか
• ゅけさぬおうえ てけおけかぇょ – 150 ゅ
╃かは せおさぇてっくうは:
• おかせぉくうおぇ (ぉけかぬてうっ 

はゅけょに) – 10 てす.

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
《せくょせお ういきっかぬつうすぬ ゃ ぉかっく-

ょっさっ ゃ きせおせ. ╁いぉうすぬ ぉっかおう, こけ-
しすっこっくくけ ょけぉぇゃかはは ゃ くうた しぇたぇさ, 

ゃ おさっこおせの こっくせ. ′っ ゃにおかのつぇは きけすけさ, ょけぉぇゃうすぬ ういきっかぬつひくくにえ そせくょせお う こさけしっはくくせの きせおせ. 
[ぇいょっかうすぬ すっしすけ くぇ てっしすぬ つぇしすっえ. ╉させゅかせの そけさきせ ょかは ゃにこっつおう くぇおさにすぬ こさけきぇしかっくくにき かうしすけき 
こっさゅぇきっくすぇ, ゃかうすぬ けょくせ つぇしすぬ すっしすぇ う こけしすぇゃうすぬ ゃ さぇいけゅさっすせの ょけ 220°] ょせたけゃおせ くぇ こはすぬ きうくせす. 
‶っさっかけあうすぬ ゃきっしすっ し かうしすけき こっさゅぇきっくすぇ くぇ さってひすおせ. 〈ぇお あっ うしこっつぬ っとひ こはすぬ おけさあっえ. ╃ぇすぬ うき 
こけかくけしすぬの けしすにすぬ. 50 ゅ てけおけかぇょぇ こけかけきぇすぬ くぇ くっぉけかぬてうっ おせしけつおう, しかけあうすぬ ゃ あぇさけこさけつくせの 
こけしせょせ う こけしすぇゃうすぬ くぇ おぇしすさのかの しけ しかぇぉけ おうこはとっえ ゃけょけえ. ╂けすけゃうすぬ, こけおぇ てけおけかぇょ こけかくけしすぬの 
くっ さぇしすけこうすしは. ¨しすぇゃてうえしは てけおけかぇょ こけさせぉうすぬ くけあけき ゃ おさせこくせの おさけておせ. ‶さうゅけすけゃうすぬ おさっき. 
╁いぉうすぬ しかうゃおう ゃ おさっこおせの こっくせ, ょけぉぇゃうすぬ させぉかっくにえ てけおけかぇょ, こっさっきってぇすぬ. 

‶っさゃにえ おけさあ こさけきぇいぇすぬ さぇしすけこかっくくにき てけおけかぇょけき. ╁におかぇょにゃぇすぬ しゃっさたせ けしすぇゃてうっしは こかぇ-
しすに, こさけきぇいにゃぇは おぇあょにえ こさうゅけすけゃかっくくにき おさっきけき. ‶けしすぇゃうすぬ すけさす ゃ たけかけょうかぬくうお ょけ こけょぇつう 
くぇ しすけか. ‶っさっょ こけょぇつっえ おかせぉくうおせ ゃにきにすぬ, けぉしせてうすぬ う くぇさっいぇすぬ すけくおうきう こさけょけかぬくにきう こかぇ-
しすうくぇきう. 〉かけあうすぬ くぇ ゃっさたくうえ しかけえ すけさすぇ ゃ ゃうょっ おさにかにてっお, おぇお こけおぇいぇくけ くぇ おぇさすうくおっ. ╇い 
はゅけょ つっさくうおう うかう しきけさけょうくに しょっかぇすぬ «ゅかぇいおう», うい かうしすうおぇ きはすに ゃにさっいぇすぬ «さけすうお».

«EÆÈÊÈ»
╇くゅさっょうっくすに: 
• はえちぇ
• きけさおけゃぬ
• そぇさて (おぇお くぇ おけすかっすに)
• きぇえけくっい
• しにさ
• しにさにっ こぇかけつおう しこぇゅっすすう
• つひさくにえ こっさっち ゅけさけておけき

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
ぅえちぇ けすゃぇさうすぬ う さぇいさっいぇすぬ くぇ ょゃっ こけかけゃうくおう. ╅っかすけお, けすゃぇさっくくせの きけさおけゃぬ う しにさ くぇすっ-

さっすぬ くぇ すひさおっ, ょけぉぇゃうすぬ きぇえけくっい う くぇこけかくうすぬ こけかけゃうくおう ぉっかおぇ. ]けっょうくうすぬ ぉっかけお ゃきっしすっ, 
つすけぉに こけかせつうかけしぬ ちっかけっ はえちけ.

]ょっかぇすぬ うい そぇさてぇ かっこひておせ う いぇゃっさくせすぬ ゃ くっひ はえちけ. ‶さうょぇすぬ そけさきせ ひあうおぇ, ゃにすはくせすぬ 
きけさょけつおせ う くけしうお. ╇い つひさくけゅけ こっさちぇ しょっかぇすぬ ゅかぇいおう う おけくつうお くけしぇ, ぇ うい こけかけきぇくくにた 
しこぇゅっすすう うゅけかおう. ¨すこさぇゃうすぬ しっきっえしすゃけ っあっえ ゃ ょせたけゃおせ くぇ 30 きうくせす こさう すっきこっさぇすせさっ 220 
ゅさぇょせしけゃ.

ÏÐßÍÈ×ÍÛÅ ÇÀÉÖÛ
╇くゅさっょうっくすに: 

• きせおぇ – 1 しすぇおぇく
• さぇいさにたかうすっかぬ すっしすぇ – 2 

つぇえくにっ かけあおう
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 100 ゅ
• おけさうつくっゃにえ しぇたぇさ
• しゃっすかにえ きひょ
• はえちけ – 1 てす.
• しかうゃおう あうさくけしすぬの 10% – 

100 きか
• おぇおぇけ-こけさけてけお – 

3 しすけかけゃにっ かけあおう
╃かは ゅかぇいせさう:
• しぇたぇさくぇは こせょさぇ – 150 ゅ
• かうきけくくにえ しけお – 

1 しすけかけゃぇは かけあおぇ

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
[ぇいけゅさっすぬ しかうゃおう, ょけぉぇゃうすぬ 

おぇおぇけ-こけさけてけお う すとぇすっかぬくけ こっ-
さっきってぇすぬ. ╋せおせ こさけしっはすぬ し さぇい-
さにたかうすっかっき, ょけぉぇゃうすぬ きぇしかけ, 
くぇさっいぇくくけっ きぇかっくぬおうきう おせしけつ-
おぇきう, しぇたぇさ, きひょ う はえちけ. ╁かうすぬ 
おぇおぇけ. ╁にきっしうすぬ ゅかぇょおけっ すっしすけ. 
╆ぇゃっさくせすぬ ゃ こうとっゃせの こかひくおせ う 

こけかけあうすぬ ゃ たけかけょうかぬくうお くぇ 30 きうくせす. ′ぇ こさうしにこぇくくけえ きせおけえ こけゃっさたくけしすう しおぇすぇすぬ すっしすけ ゃ 
すけかしすにえ ゃぇかうお. ′ぇさっいぇすぬ っゅけ おせしおぇきう こけ 1,5 しき すけかとうくけえ. [ぇいけゅさっすぬ ょせたけゃおせ ょけ 200 ゅさぇょせ-
しけゃ. ‶さけすうゃっくぬ くぇおさにすぬ かうしすけき こっさゅぇきっくすぇ う しぉさにいくせすぬ ゃけょけえ. [ぇしおぇすぇすぬ おぇあょにえ おせしけつっお 
ゃ こさけょけかゅけゃぇすせの かっこひておせ. ‶さうょぇすぬ かっこひておぇき そけさきせ «いぇえつうおけゃ». 〉かけあうすぬ こさはくうおう くぇ 
こさけすうゃっくぬ, こけしすぇゃうすぬ ゃ ょせたけゃおせ う ゃにこっおぇすぬ 15 きうくせす. ╁にくせすぬ うい ょせたけゃおう, こっさっかけあうすぬ くぇ 
さってひすおせ う ょぇすぬ けしすにすぬ. ]きってぇすぬ しぇたぇさくせの こせょさせ し かうきけくくにき しけおけき, こっさっかけあうすぬ しきっしぬ 
ゃ おけくょうすっさしおうえ きってけお し せいおけえ くぇしぇょおけえ. ¨ぉゃっしすう ゅかぇいせさぬの おけくすせさに こさはくうおけゃ, しょっかぇすぬ 
ゅかぇいおう, くけしうおう, せしに.

ÁÓÒÅÐÁÐÎÄÛ «ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ»
╇くゅさっょうっくすに: 
• つひさくにえ たかっぉ – 4 おせしおぇ
• ゃっすつうくぇ – 4 かけきすうおぇ
• はえちぇ – 4 てす.
• きけかけおけ – 100 きか
• こっさっち おさぇしくにえ しかぇょおうえ – 

1/2 てす.
• きぇしかけ さぇしすうすっかぬくけっ – 

1 しすけかけゃぇは かoあおぇ
• しけかぬ

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
╇い おせしけつおけゃ たかっぉぇ ゃにさっいぇすぬ 

すさっせゅけかぬくうおう さぇいきっさけき し さけあけお 
きけさけあっくけゅけ. ‶け そけさきっ たかっぉぇ 
ゃにさっいぇすぬ おせしけつおう ゃっすつうくに う こけ-
かけあうすぬ しゃっさたせ. 

ぅえちぇ ゃいぉうすぬ し きけかけおけき う しけ-
かぬの. ╁ しおけゃけさけょっ さぇいけゅさっすぬ さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ う ゃにかうすぬ はうつくせの しきっしぬ. ╂けすけゃうすぬ, 
こけきってうゃぇは, すさう-つっすにさっ きうくせすに, つすけぉに こけかせつうかぇしぬ はうつくうちぇ-ぉけかすせくぬは. [ぇいかけあうすぬ 
はうつくうちせ くぇ けょうく おけくっち ぉせすっさぉさけょけゃ. 〉おさぇしうすぬ こけかけしおぇきう こっさちぇ おさっしす-くぇおさっしす.

ÌÎËÎ×ÍÛÉ ÊÈÑÅËÜ Ñ ÌÎÐÊÎÂÜÞ
╇くゅさっょうっくすに: 
• きけかけおけ – 1 か
• きけさおけゃぬ – 2 てす.
• おさぇたきぇか – 5 つぇえくにた かけあっお
• しぇたぇさ こけ ゃおせしせ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╋けさおけゃぬ けつうしすうすぬ, くぇすっさっすぬ くぇ きっか-

おけえ すひさおっ. ╉さぇたきぇか さぇいゃっしすう ゃ けょくけき 
しすぇおぇくっ たけかけょくけゅけ きけかけおぇ. 

¨しすぇゃてっっしは きけかけおけ ょけゃっしすう ょけ おう-
こっくうは, ょけぉぇゃうすぬ すひさすせの きけさおけゃぬ, しぇ-
たぇさ こけ ゃおせしせ う ゃぇさうすぬ けょくせ きうくせすせ. 
′っこさっさにゃくけ こけきってうゃぇは, ゃゃっしすう さぇい-
ゃっょひくくにえ ゃ きけかけおっ おさぇたきぇか, しくはすぬ し 
けゅくは.  [ぇいかうすぬ こけ しすぇおぇくぇき うかう そけさ-
きけつおぇき. ╃ぇすぬ けしすにすぬ.

ÂÐÅÄÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
]ぇかぇす «¨かうゃぬっ» 

しすぇくっす ゃおせしくっっ, 
っしかう ょけぉぇゃうすぬ ゃ 
くっゅけ しぇかぇす うい おぇ-
こせしすに. 

╁っゅっすぇさうぇくしおうえ 
しせこ ぉせょっす こうすぇ-
すっかぬくっえ, っしかう ゃ 
くっゅけ こけかけあうすぬ くっきくけゅけ ゅけゃはょうくに. 

╄しかう しけしうしおう けすゃぇさうすぬ し おせぉうおけき ゅけゃは-
あぬっゅけ ぉせかぬけくぇ – すけ けくう ぉせょせす こぇたくせすぬ きは-
しけき. 

┿かおけゅけかぬ くっ こけきけゅぇっす さってぇすぬ こさけぉかっ-
きに. ╁こさけつっき, う せ きけかけおぇ すけす あっ ねそそっおす... 

』すけぉに くけあ くっ さあぇゃっか, っゅけ くせあくけ たさぇ-
くうすぬ ゃ ぉけかぬてけき おせしおっ しぇかぇ.

╉ぇぉぇつおけゃぇは うおさぇ ぉせ-
ょっす ゅけさぇいょけ ゃおせしくっっ, 
っしかう いぇきっくうすぬ っひ くぇ 
けしっすさけゃせの. 

』すけぉに せいくぇすぬ, こけしけ-
かっく かう ぉけさと, ょけしすぇ-
すけつくけ けこせしすうすぬ ゃ くっゅけ ょゃぇ ねかっおすさけょぇ, う 
こせしすうすぬ こけ くうき すけお. ╄しかう こけはゃうすしは いぇこぇた 
たかけさぇ – いくぇつうす, ぉけさと せあっ こけしけかっく.

』すけぉに させおう くっ こぇたかう さにぉけえ – ょけしすぇすけつ-
くけ くぇ くっしおけかぬおけ しっおせくょ けこせしすうすぬ うた ゃ おっ-
さけしうく.

ÊÀÊ ÏÐÈÃÎÒÎÂÈÒÜ ÂÊÓÑÍÛÉ ÑÀËÀÒ?
‶けょせきぇえすっ け すっおしすせさっ う しゃっあっしすう. ╁に-

ぉうさぇえすっ たさせしすはとうっ いっかひくにっ かうしすぬは う しぇきにっ 
しゃっあうっ けゃけとう – うた ゃおせし う しゃっあっしすぬ けすさぇいうすしは 
ゃ ゃぇてっき しぇかぇすっ.

‶かぇくうさせえすっ ゃこっさひょ. 》けすは しこけくすぇくくにき 
ぉにすぬ こけかっいくけ, ういぉっゅぇえすっ せすうかういうさけゃぇくうっ ゃ 
しぇかぇすぇた ゃしった いぇかっあぇゃてうたしは こさけょせおすけゃ うい たけ-
かけょうかぬくうおぇ.

╇しこけかぬいせえすっ おぇつっしすゃっくくせの いっ-
かっくぬ. 〈っ かうしすぬは, つすけ こさけょぇのすしは せあっ 
こけょゅけすけゃかっくくにきう う こさけきにすにきう, ぉにしすさけ 
こけさすはすしは.

‶けょゅけすけゃぬすっ こさけょせおすに. 〈とぇすっかぬくけ こさけ-
きけえすっ う けぉしせてうすっ こっさっょ すっき, おぇお うしこけかぬいけ-
ゃぇすぬ. ╄しかう かうしすぬは きけおさにっ, いぇこさぇゃおぇ くぇ くうた 
くっ いぇょっさあうすしは.

‶けおせこぇえすっ しっいけくくにっ けゃけとう. 』すけぉに しぇ-
かぇすに ぉにかう ゃおせしくっっ, こけおせこぇえすっ しこぇさあせ ゃっし-
くけえ, こけきうょけさに かっすけき, ぇ すにおゃせ けしっくぬの.

╀せょぬすっ ういけぉさっすぇすっかぬくに. ╇しこけかぬいせえすっ 
しゃっあうっ すさぇゃに う しこっちうう, つすけぉに しけいょぇゃぇすぬ くっ-
けぉにつくにっ しぇかぇすに, さぇしてうさはえすっ しゃけう ゅけさういけく-
すに すぇおうきう ねおいけすうつっしおうきう うくゅさっょうっくすぇきう おぇお 
おけくしっさゃうさけゃぇくくにっ かうきけくに, たぇさうししぇ, かうきけく-
くけっ しけさゅけ う すぇきぇさうくょ. 

╇しこけかぬいせえすっ «ういのきうくおう». ╁おせしくにっ ょけ-
ぉぇゃおう こさっゃさぇすはす けぉにつくにえ いっかひくにえ, おぇさすけそっかぬ-
くにえ うかう そぇしけかっゃにえ しぇかぇす ゃけ つすけ-すけ くっけぉにつくけ 
ゃおせしくけっ. ]ょっかぇえすっ うた いぇさぇくっっ う たさぇくうすっ ゃ こかけす-
くけ いぇおさにゃぇのとっきしは おけくすっえくっさっ くっ ょけかぬてっ 2-た 
ょくっえ. ╁ おぇつっしすゃっ ょけぉぇゃけお ゃにしすせこはす おさせすけくに, 
あぇさっくにえ かせお, しせてひくにっ ゃ ょせたけゃおっ こけきうょけさに.
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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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ðàññðî÷êà 

áåç %

ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»

]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿

8-912-04-56-404
8-952-72-83-868

[╄
╉╊

┿╋
┿

╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, 
[╄【╄〈╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, 
╉¨╆｠[を╉╇, ╊╄]〈′╇『｠

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

[╄╉╊┿╋┿

[╄
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┿╋
┿

{ 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
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とëÜäÖí　 âíë½íîñçöóôñï¡í　 
¡Ü½äíÖó　 

äëóÇ¿íüíñö Öí çí¡íÖïóó: 
• ぉせたゅぇかすっさぇ (せつぇしすけお しゃっさけお)
20-40 かっす, ゃ/け ねおけくけき. うかう 
しさっょ. しこっち. けぉさぇいけゃぇくうっ, け/さ けす 
こけかせゅけょぇ, いくぇくうっ ‶╉, «1]»
い/こ けす 14000 させぉ.
• こけきけとくうおぇ きっくっょあっさぇ
きっょ. うかう そぇさき. けぉさぇいけゃぇくうっ, 
ぉっい け/さ, い/こ けす 18000 させぉ.
• せぉけさとうちせ
しぇくおくうあおぇ, ぉっい ゃ/こ,
し 9-00 ょけ 17-00, い/こ けす 8600 させぉ

だâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ, 
ïöíßó¿áÖí　 £íëä¿íöí, ÑÜïöíç¡í.

づíúÜÖ ばげぢで, Ü¿. とÜ¿áîñçí　, 13

215-89-16
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╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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
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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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╊╄』╄′╇╄:
• 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

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

[╄╉╊
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┿

〈さっぉせっすしは 

こさけょぇゃっち-
おぇししうさ

8-912-24-83-669

[
╄╉

╊
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╋
┿

〈さっぉせっすしは
〈¨[╂¨╁｠╈ 

‶[╄╃]〈┿╁╇〈╄╊を 

くぇ たけい. すけゃぇさに 
(ゃけいさぇしす けす 23, ぇ/き, 

けこにす さぇぉけすに)
8-922-60-29-777
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┿╋
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Â êàôå «Îòäûõ»
òðåáóþòñÿ:

◊ ┎┍━〞┏
◊ ┋┍┈┘┇┕〞 ┎┍┐┒┃┚

8-912-24-83-669
[╄

╉╊
┿╋

┿

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• 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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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 [╄╉╊┿╋┿

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

╁けこさけし けす ╊っけくうょぇ ╅.:
ぅ こさけさぇぉけすぇか 25 かっす ゃ たうさせさゅうう, しこぇし きくけゅけ あういくっえ, ゃにこけかくはは 
しかけあくにっ けこっさぇちうう. ‶けしおけかぬおせ さぇぉけすぇ くっこさけしすぇは, きけあくけ しおぇいぇすぬ 
のゃっかうさくぇは, う しすけはすぬ こさうたけょうすしは ゃしひ ゃさっきは くぇ くけゅぇた, ゃっょぬ くうおけゅ-
ょぇ くっゃけいきけあくけ こさっょせゅぇょぇすぬ, つっさっい しおけかぬおけ いぇおけくつうすしは けこっさぇ-
ちうは, つっさっい つぇし うかう ゃけしっきぬ つぇしけゃ. ╋っくは くぇつぇかう きせつうすぬ ぉけかう ゃ 
しせしすぇゃぇた, くぇ くけゅぇた こけはゃうかけしぬ ゃぇさうおけいくけっ さぇしてうさっくうっ ゃっく. ぅ 
つっかけゃっお うくすっさっしせのとうえしは, う ゃしひ くけゃけっ ょかは きっくは かのぉけこにすくけ. 
[ぇぉけすぇっす かう ╉┿╋╄′′¨╄ ╋┿]╊¨ こさう すぇおけき いぇぉけかっゃぇくうう?
¨すゃっす:
╁に しきけあっすっ いぇぉにすぬ け ぉけかはた ゃ しせしすぇゃぇた  う くけゅぇた こけしかっ こさけたけあょっ-
くうは おせさしぇ «╉┿╋╄′′¨╄ ╋┿]╊¨».

╁けこさけし けす ╀ぇさにてくうおけゃけえ 〈ぇすぬはくに ╁かぇょうきうさけゃくに:
╁しの あういくぬ きっくは きせつうかぇ ゅうこっさすけくうつっしおぇは ぉけかっいくぬ, ょぇゃかっくうっ 
ょけたけょうかけ ょけ 220/180. [ぇぉけすぇ し ょっすぬきう すさっぉせっす ぉけかぬてけゅけ 
ねきけちうけくぇかぬくけゅけ くぇこさはあっくうは, は つぇしすけ くっさゃくうつぇかぇ. ╃ぇゃかっくうっ 
こけょくうきぇかけしぬ, は かけあうかぇしぬ くぇ おさけゃぇすぬ う くっ きけゅかぇ くうつっゅけ ょっかぇすぬ 
う くう け つひき ょせきぇすぬ. ]おけかぬおけ こけ ゃさっきっくう くせあくけ こさうくうきぇすぬ 
╉┿╋╄′′¨╄ ╋┿]╊¨, つすけぉに ょぇゃかっくうっ くけさきぇかういけゃぇかけしぬ たけすは ぉに 
ょけ 130/90?
¨すゃっす:
‶さう こさぇゃうかぬくけき う さっゅせかはさくけき うしこけかぬいけゃぇくうう くぇてっゅけ さぇしすゃけさぇ, 
きけあっす, ぉせょっす ょけしすぇすけつくけ う けょくけゅけ きっしはちぇ.

╁けこさけし けす ┿かっおしっは ╅せおけゃぇ:
╀けかぬてせの つぇしすぬ ゃさっきっくう は こさけゃけあせ しうょは くぇ さぇぉけすっ. ╀にか くっこさう-
はすくけ せょうゃかひく, おけゅょぇ けぉくぇさせあうか せ しっぉは ゅっきけささけえ, けぉさぇすうかしは お 
ゃさぇつせ, きくっ こさっょかけあうかう さってうすぬ ねすせ こさけぉかっきせ, しょっかぇゃ けこっさぇちうの. 
′っ たけすっかけしぬ «かけあうすぬしは こけょ くけあ». ]っえつぇし うとせ ょさせゅうっ きっすけょに 
かっつっくうは. ]きけあっす かう きくっ こけきけつぬ ╉┿╋╄′′¨╄ ╋┿]╊¨?
¨すゃっす:
‶けきけつぬ, くっしけきくっくくけ, しきけあっす. ‶さうくうきぇえすっ ╉┿╋╄′′¨╄ ╋┿]╊¨ 

こけ うくしすさせおちうう, う さっいせかぬすぇす くっ いぇしすぇゃうす しっぉは あょぇすぬ.

╁けこさけし けす ╇さうくに ‶っすさけゃくに ╋ぇかぬおうくけえ:
╋くっ 60, つぇしすけ こさうゃはいにゃぇのすしは こさけしすせょに, ょぇゃかっ-
くうっ しおぇつっす う ゃけかけしに ゃにこぇょぇのす. ‶けきけあっす かう きくっ 
╉┿╋╄′′¨╄ ╋┿]╊¨ ゃ ねすうた こさけぉかっきぇた?
¨すゃっす:
‶さう こさぇゃうかぬくけき さっゅせかはさくけき こさうっきっ ╉┿╋╄′-
′¨╂¨ ╋┿]╊┿ ╁に いぇぉせょっすっ こさけ しおぇつおう ょぇゃかっくうは 
う つぇしすにっ こさけしすせょくにっ いぇぉけかっゃぇくうは. ╇ ゃけかけしに せ 
╁ぇし しすぇくせす すぇおうきう こにてくにきう, つすけ きけあくけ ぉせょっす 
こけいぇゃうょけゃぇすぬ.

╁けこさけし けす ╂ぇかうくに ‶っすさけゃくに:
╃うぇゅくけい «しぇたぇさくにえ ょうぇぉっす II すうこぇ うくしせかうく くっいぇゃうしう-
きにえ» ゃさぇつう こけしすぇゃうかう, おけゅょぇ きくっ ぉにかけ 18 かっす. ╃ゃぇ 
さぇいぇ ゃ ゅけょ きくっ こさうたけょうかけしぬ くぇたけょうすぬしは くぇ かっつっくうう ゃ 
しすぇちうけくぇさっ. ]ぇたぇさ ゃ おさけゃう こけしすけはくくけ «しおぇおぇか», けぉとっっ 
しけしすけはくうっ ぉにかけ くっしすぇぉうかぬくにき, いさっくうっ さっいおけ こぇょぇかけ. 
‶けきけあっす かう きくっ ╉┿╋╄′′¨╄ ╋┿]╊¨?
¨すゃっす:
‶けきけあっす, っしかう ╁に こさけえょっすっ こけかくにえ おせさし かっつっくうは 
╉┿╋╄′′｠╋ ╋┿]╊¨╋. ]ぇたぇさ ゃ おさけゃう くけさきぇかういせっすしは, 
いさっくうっ せかせつてうすしは, う つせゃしすゃけゃぇすぬ ぉせょっすっ しっぉは ぉけょさけ.

ぎà、 ç ÑëñçÖóê ¿ñÇñÖÑíê ÇÜçÜëóöï　, ôöÜ ç Ç¿Ü-
ßóÖñ ん¿öíúï¡óê ÇÜë êëíÖóö äëóëÜÑí Öñ öÜ¿á¡Ü 
¡í½ñÖá　 ïí½ÜîçñöÖ▲ñ, ÖÜ ó ëñÑ¡Üïöá ëñÑ¡Ü0 – 
ßñ¿Üñ ¡í½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü, ¡ÜöÜëÜñ öí¡ îñ¿ñßÖÜ, ôöÜ 
îñÖóöï　 ÑÜëÜ¢ñ £Ü¿Üöí. ぞÜ äëóëÜÑí äÜ¡í êëíÖóö 
ïçÜ0 öíúÖÜ, äÜôñ½Ü ó ÇÑñ äÜ　ç¿　ñöï　 ¡í½ñÖÖÜñ ½íï-
¿Ü, ¡ÜöÜëÜñ çïöëñôíñöï　 öÜ¿á¡Ü ç öëÜÑÖÜÑÜïöÜäÖ▲ê 
½ñïöíê: ëíïàñ¿óÖíê ï¡í¿, äñàñëíê. ぎÇÜ ÜôñÖá ï¿Ü¢ÖÜ 
ÑÜß▲çíöá. ご öÜ¿á¡Ü £Öí0àóñ ïöíëÜ¢ó¿▲ ½ÜÇÜö £íÇÜ-
öÜçóöá ¡í½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü, í ½ñïöÜ £íÇÜöÜçÜ¡  äñëñÑí0ö 
äÜ Öíï¿ñÑïöçÜ. ゑ äëóëÜÑñ Ñó¡óñ ¢óçÜöÖ▲ñ ï ßÜ¿áüó½ 
ÜÑÜçÜ¿áïöçóñ½ ¿ó¢Üö ¡í½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü, í äöóî▲ ï¡¿ñ-
ç▲çí0ö ñÇÜ.

ぢñëñôñÖá ßÜ¿ñ£Öñú, äëó ¡ÜöÜë▲ê äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖÜ 
äëó½ñÖ　ñöï　 ¡í½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü, çÖÜüóöñ¿áÖ▲ú! ぞíôó-
Öíñöï　 ïäóïÜ¡ £íßÜ¿ñçíÖóú Üö ïí½▲ê äëÜïö▲ê ó 
ëíïäëíïöëÜÖÖñÖ▲ê, öí¡óê ¡í¡ だづげ ó Çëóää, £í¡íÖ-
ôóçíñöï　 öí¡ó½ó ïñëá、£Ö▲½ó, ¡í¡ ïíêíëÖ▲ú Ñóí-
ßñö ó ÜÖ¡Ü¿ÜÇó　.

ÄöÜ çñàñïöçÜ ó½ññö ç ïçÜ、½ ïÜïöíçñ ëñ¡ÜëÑÖÜñ 
¡Ü¿óôñïöçÜ ½ó¡ëÜ~¿ñ½ñÖöÜç, ¢ó£ÖñÖÖÜ ÖñÜßêÜÑó½▲ê 
ÜëÇíÖó£½Ü ôñ¿Üçñ¡í. ゑ Ö、½ 49 ½ó¡ëÜ~¿ñ½ñÖöÜç - 
¡í¿óú, Öíöëóú, ¡í¿áîóú, âÜïâÜë, ¡ëñ½Öóú, ½íÇÖóú, 
¢ñ¿ñ£Ü, ½ñÑá, úÜÑ, í öí¡¢ñ £Ü¿ÜöÜ, ïñëñßëÜ, ä¿íöóÖí 
ó Ñë. ゑñïá½í ½ÖÜÇÜ «ÜëÇíÖÜÜßëí£Ü0àóê» ~¿ñ½ñÖöÜç 
- ÜÇ¿ñëÜÑí, ¡óï¿ÜëÜÑí, çÜÑÜëÜÑí, í£Üöí ó âÜïâÜëí. 
ばÖó¡í¿ñÖ ¡í¡ ïÜïöíç, öí¡ ó ç▲ïÜ¡í　 ¡ÜÖîñÖöëíîó　. 
Äöó½ Üßé　ïÖ　ñöï　 ñÇÜ ~ââñ¡öóçÖÜñ ç¿ó　Öóñ Öí 
ëíßÜöÜ ôñ¿Üçñôñï¡ÜÇÜ ÜëÇíÖó£½í, ñÇÜ ÜöÑñ¿áÖ▲ê 
ïóïöñ½ ó ÜëÇíÖÜç, çä¿Üöá ÑÜ ¡¿ñöÜôÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　. 
ぢëó êëÜÖóôñï¡Ü½ öñôñÖóó ßÜ¿ñ£Öó, ó ÜïÜßñÖÖÜ äëó 
ÜÖ¡Ü¿ÜÇóó äëóïÜöïöçÜ0ö ÜäëñÑñ¿、ÖÖ▲ñ ÖíëÜüñÖó　 
½ó¡ëÜ~¿ñ½ñÖöÖÜÇÜ ßí¿íÖïí. ん ¡í½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü 
ïäÜïÜßÖÜ çÜïïöíÖíç¿óçíöá ½ó¡ëÜ~¿ñ½ñÖöÖ▲ú ßí¿íÖï 
ç ÜëÇíÖó£½ñ, äëóô、½ ÜôñÖá öÜÖ¡Ü ó öÜôÖÜ. だÖÜ 
ïäÜïÜßÖÜ öí¡¢ñ ÖÜë½í¿ó£Üçíöá ïÜïöíç ¡ëÜçó.

とí½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü ½Ü¢ÖÜ äëó½ñÖ　öá äÜôöó äëó çïñê 
£íßÜ¿ñçíÖó　ê, öí¡ ¡í¡ ÜÖÜ äÜç▲üíñö £íàóöÖ▲ñ âÜÖ¡-
îóó ÜëÇíÖó£½í. ぢÜëí¢íñö ñÇÜ ß▲ïöëÜñ ó ~ââñ¡öóç-
ÖÜñ Ññúïöçóñ äëó ¿ñôñÖóó ½ÖÜÇóê £íßÜ¿ñçíÖóú. ぞí-
äëó½ñë, äëó ëíïïöëÜúïöçñ ¢ñ¿ÜÑ¡í ÑÜïöíöÜôÖÜ ÑçÜê 
Ç¿Üö¡Üç, ôöÜß▲ ôñëñ£ 5-10 ½óÖÜö çï、 ÖÜë½í¿ó£Üçí-
¿Üïá.

ゑÜö äëí¡öóôñï¡óú äñëñôñÖá £íßÜ¿ñçíÖóú, äëó ¿ñôñ-
Öóó ¡ÜöÜë▲ê Öíß¿0Ñí¿óïá äÜ¿Ü¢óöñ¿áÖ▲ñ ëñ£Ü¿áöí-
ö▲: ÇóäñëöÜÖó　 (çïñê ÇëÜää), 　£çí ¢ñ¿ÜÑ¡í ó ÑçñÖíÑîí-
öóä、ëïöÖÜú ¡óü¡ó, ¡óüñôÖ▲ñ ëíïïöëÜúïöçí, ßÜ¿ñ£Öó 
äñôñÖó, Çñ½ÜëëÜú, ÇÖÜúÖÜ-óÖâñ¡îóÜÖÖ▲ñ ëíÖ▲, ÇÖÜú-

Ö▲ñ 　£ç▲, ¡ÜïöÖÜ-öÜßñë¡Ü¿、£Ö▲ñ äëÜîñïï▲, ÇÜ¿ÜçÖ▲ñ 
ßÜ¿ó, ½óÇëñÖá, ÇÜ¿ÜçÜ¡ëÜ¢ñÖóñ, ~äó¿ñäïó　, Üßàóú 
äíëí¿óô ó äíëí¿óô ¿óîñçÜÇÜ Öñëçí, çÜïäí¿ñÖóñ ½Ü-
¿ÜôÖÜú ¢ñ¿ñ£▲, ¡ëÜçÜöñôñÖóñ ó£ ¿ñÇ¡óê, çÜïäí¿ó-
öñ¿áÖ▲ñ ó í¿¿ñëÇóôñï¡óñ äëÜîñïï▲, äëí¡öóôñï¡ó çïñ 
êëÜÖóôñï¡óñ £íßÜ¿ñçíÖó　, íÖÇóÖí (öí¡¢ñ ÇÖÜúÖí　), 
Öíï½Üë¡, ¡íöíë çñëêÖóê Ñ▲êíöñ¿áÖ▲ê äÜöñú, ¡íüñ¿á, 
çÜïäí¿ñÖó　, Ññâñ¡ö▲ ö¡íÖñú ¢ñÖï¡óê äÜ¿Üç▲ê ÜëÇí-
ÖÜç ó ÑëÜÇóñ ¢ñÖï¡óñ ßÜ¿ñ£Öó (~ëÜ£ó　, ½íïöÜäÜöó　 
ó ö.Ñ), ßñïä¿ÜÑóñ ½Ü¢ôóÖ ó ¢ñÖàóÖ (½Ü¢ÖÜ Ññ¿íöá 
½ó¡ëÜ¡¿ó£½▲ ó öí½äÜÖóëÜçíÖóñ), Ü¿ÜôüñÖóñ äÜ¿Ü-
çÜú âÜÖ¡îóó, öëÜ½ßÜâ¿ñßóö▲. ぜíï¿Ü üóëÜ¡Ü äëó-
½ñÖ　ñöï　 äëó ¿ñôñÖóó ßëÜÖêóí¿áÖÜú íïö½▲, öÜßñë-
¡Ü¿ñ£í ó êëÜÖóôñï¡ÜÇÜ ßëÜÖêóöí. ぎÇÜ ÜäÜöëñß¿　0ö 
äëó £íßÜ¿ñçíÖó　ê ¢ñ¿ÜÑÜôÖÜ-¡óüñôÖÜÇÜ öëí¡öí ó ¡í¡ 
Üöêíë¡óçí0àññ ïëñÑïöçÜ. どí¡¢ñ ½íï¿Ü 　ç¿　ñöï　 Üß-
àñÜ¡ëñä¿　0àó½, äëÜöóçÜöÜßñë¡Ü¿、£Ö▲½ ïëñÑïöçÜ½ 
ó ïäÜïÜßïöçÜñö äÜïöÜ　ÖÖÜ½Ü ÜßÖÜç¿ñÖó0 ïöíë▲ê 
¡¿ñöÜ¡ Öí ÖÜç▲ñ (ö.ñ. Ü½Ü¿Ü¢ñÖó0). とí½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü 
äÜ½ÜÇíñö äëó ëíÑó¡Ü¿óöñ, ëñç½íöó£½ñ, äÜ¿óíëöëóöñ, 
ÜïöñÜêÜÖÑëÜ£ñ ó ÑëÜÇóê £íßÜ¿ñçíÖó　ê, ïç　£íÖÖ▲ê 
ï ïÜïöíçí½ó (óïäÜ¿á£Üñöï　 çÜ çÖÜöëá ó ç çóÑñ ¡Ü½-
äëñïïÜç). ぎÇÜ ½Ü¢ÖÜ óïäÜ¿á£Üçíöá äëó í¿¡ÜÇÜ¿ó£½ñ, 
Üöëíç¿ñÖó　ê, ó£ß▲öÜôÖÜ½ çñïñ, £íó¡íÖóó, Çñäíöóöñ 
(çïñê âÜë½), £íäÜëíê ó ó£¢ÜÇñ, ½Üôñ¡í½ñÖÖÜú ßÜ¿ñ£-
Öó, äíëí£óöíëÖ▲ê £íßÜ¿ñçíÖó　ê ¡Ü¢ó (ç çóÑñ ¡Ü½-
äëñïïÜç) ó ç ¡íôñïöçñ íÖöóïñäöó¡í. びÜëÜüóñ ëñ£Ü¿á-
öíö▲ Öíß¿0Ñí0öï　 äëó óÖïÜ¿áöñ ó óÖâíë¡öñ, í öí¡¢ñ 
ïíêíëÖÜ½ Ñóíßñöñ (äëóÖó½íñöï　 ç çóÑñ ëíïöçÜëí, 
¡Ü½äëñïïÜç ó äëÜöóëÜ¡).

だÑÖÜ ó ïí½▲ê çí¢Ö▲ê ñÇÜ Ññúïöçóú – ~öÜ ~â-
âñ¡öóçÖÜñ óïäÜ¿á£ÜçíÖóñ äëó çïñê âÜë½íê ÜÖ¡Ü-
¿ÜÇóó, £Öíôóöñ¿áÖÜñ Üß¿ñÇôñÖóñ çÜïïöíÖÜçóöñ¿á-
ÖÜÇÜ äÜï¿ñÜäñëíîóÜÖÖÜÇÜ äñëóÜÑí, ÜïöëíÖñÖóñ 
Öñ¢ñ¿íöñ¿áÖ▲ê äÜï¿ñÑïöçóú êó½óÜ- ó ëíÑóÜöñ-
ëíäóó, ñÇÜ ÜïäñüÖÜ óïäÜ¿á£Ü0ö ½ñ¢ÑÜ ¡Üëïí½ó 
äëÜöóçÜÜäÜêÜ¿ñçÜÇÜ ¿ñôñÖó　. ご, ôöÜ çí¢ÖÜ, ¡í½ñÖ-
ÖÜñ ½íï¿Ü ÜôñÖá äëÜïöÜñ ç äëóÇÜöÜç¿ñÖóó – Üß▲¡ÖÜ-
çñÖÖ▲ú çÜÑÖ▲ú ëíïöçÜë. ぢëó Ñ¿óöñ¿áÖÜ½ ÜäÜöëñß¿ñ-
Öóó çÜÑÖÜÇÜ ëíïöçÜëí äëó　öÖ▲½ ï0ëäëó£Ü½ ½Ü¢ñö 
ïöíöá Ü¿ÜôüñÖóñ £ëñÖó　, ÖÜë½í¿ó£íîó　 çñïí öñ¿í, 
Ü½ñÖáüñÖóñ ïñÑóÖ▲ ó Ü¿ÜôüñÖóñ ïöëÜ¡öÜë▲ çÜ¿Üï. 
だïÜßñÖÖÜ ~ââñ¡öóçÖÜ ¡í½ñÖÖÜñ ½íï¿Ü äëó ¿ñôñÖóó 
Ü¢ÜÇÜç. ば¢ñ ôñëñ£ Öñï¡Ü¿á¡Ü ïñ¡ÜÖÑ ßÜ¿á ÜöïöÜäíñö.  
ぢëÜóïêÜÑóö äÜ¿Öí　 ëñÇñÖñëíîó　, ëÜßîÜç Öñ Üïöí、öï　.

〉いくぇすぬ こけょさけぉくっっ け ╉┿╋╄′′¨╋ ╋┿]╊╄, 
う こけかせつうすぬ おけくしせかぬすぇちうの しこっちうぇかうしすぇ こけ っゅけ 

ねそそっおすうゃくけきせ こさうきっくっくうの ╁に しきけあっすっ

26 きぇさすぇ 

し 15-00 ょけ 16-00 つぇしけゃ
ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» 
(′╀‶, ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 1╀)

〈っかっそけく ょかは しこさぇゃけお う いぇおぇいけゃ:
╋〈]: 8-918-27-22-887

 ╋っゅぇそけく: 8-928-66-14-337
╀うかぇえく: 8-903-41-02-272

╆ぇおぇい こけ こけつすっ: 
350000, ゅ. ╉さぇしくけょぇさ, ゅかぇゃこけつすぇきこ, ょけ ゃけし-

すさっぉけゃぇくうは ]きけさけょうくけえ ′.

『っくぇ 1-え せこぇおけゃおう 550 させぉ. 
╃かは こっくしうけくっさけゃ しおうょおぇ. 

‶さけそうかぇおすうつっしおうえ おせさし こさうっきぇ 4 せこぇおけゃおう, 
こさう たさけくうつっしおうた いぇぉけかっゃぇくうはた 6 せこぇおけゃけお.

′╄ ぅ╁╊ぅ╄〈]ぅ ╊╄╉┿[]〈╁¨╋. ¨ ╁¨╆╋¨╅′｠》 ‶[¨〈╇╁¨‶¨╉¨╆┿′╇ぅ》 
‶[¨╉¨′]〉╊を〈╇[〉╈〈╄]を ]¨ ]‶╄『╇┿╊╇]〈¨╋!

[╄╉╊┿╋┿

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 

Web-しぇえすけゃ
8-912-27-86-681
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こけょ おさにてっえ
8-952-14-00-132
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‶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 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇‶[¨-

‶╇╊╄′┿
21.00 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
22.00 〈/] «]╉╁¨〈»
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 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.45 》/《 «【╉┿〈〉╊╉┿»
02.50 》/《 «╆┿╊╇╁ ┿╊┿╋¨»

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 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
2 1 . 0 0  〈 / ]  « ╊ ぃ ╀ ¨ ╁ を  ╇ 

[┿╆╊〉╉┿»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╃¨╊╂»
02.05 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.00 》/《 «╀〉╋╀┿[┿【», 2 ]╄[╇ぅ
04.25 ╂¨[¨╃¨╉

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»
23.35 〈/] «‶[┿╁╇╊¨ ╊┿╀╇-

[╇′〈┿»
01.35 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»
02.35 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»
03.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «]╄╃を╋¨╈ ]‶〉〈′╇╉»
12.10, 18.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.45 〈[╄〈をぅ╉¨╁╉┿ - ╃┿[ ╀╄]-

『╄′′｠╈!
14.15 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ 〈[┿-

╂╄╃╇ぅ», 3 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ‶┿[〈╇〈〉[｠ ′╄ ╂¨[ぅ〈
17.35 ╆╁╄╆╃｠ ╀┿[¨╉╉¨
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.30 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
21.10 ╃/《 «〈[╇ ╁┿╊を]┿»
21.55, 01.55 ACADEMIA
22.40 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╉╊┿′ ‶┿]╉を╄», 4 

]╄[╇ぅ
01.25 ‶┿[〈╇〈〉[｠ ′╄ ╂¨[ぅ〈
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
10.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿» 
11.00, 14.00, 18.20, 00.15, 02.10 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 02.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
13.40, 00.00, 03.30 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
14.50 》/《 «〉[¨╉ ╁｠╅╇╁┿′╇ぅ» 
16.45 ╀¨╉] 
17.50 «‶╄[╄╃ ╀¨╄╋»
18.35 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿ 
19.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.20 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 《╇′┿╊ 

«╁¨]〈¨╉»
00.35 «[╄╈〈╇′╂» 
01.05, 04.50 TOP GEAR 
02.20 «′┿〉╉┿ 2.0» 
03.45 ╁╄╊¨]‶¨[〈

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.50 》/《 «[ぅ╃¨╋ ] ′┿╋╇»
10.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╁｠]〈[╄╊ ╁ ]‶╇′〉»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.30 〈/] «『╄‶を»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.55 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.45 «′┿【 ╂¨[¨╃»
21.15, 23.50 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.45 》/《 «【┱‶¨〈 ¨[┿′╅╄╁｠》 

¨╀╊┿╉¨╁»
00.25 》/《 «‶¨〈¨╋〉 』〈¨ ぅ 〈┿╉ 

》¨』〉...»
02.15 》/《 «┿╊╄【╉╇′┿ ╊ぃ╀¨╁を»
03.55 》/《 «╋┿〈[¨] ] «╉¨╋╄〈｠»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30, 02.00 〈/] «╉╊┿]]»
9.30, 19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «‶╄╁╄『 ′┿ ]╁┿╃を╀╄»

18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30, 20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ 

‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «¨, ]』┿]〈╊╇╁』╇╉!»
23.00, 04.35 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.50 》/《 «‶¨『╄╊〉╈ ′╄╁╄]〈〉»
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

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»
13.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ – 3»
14.10 》/《 «‶[¨】┿′╇╄ ]╊┿-

╁ぅ′╉╇»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇ 
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «〉′╇╁╄[]┿╊を′｠╈ 

]¨╊╃┿〈»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╁╇[〈〉¨╆»
03.05 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.55 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
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 》/《 «╁╆ぅ〈を ╅╇╁｠╋ ╇╊╇ 

╋╄[〈╁｠╋»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇-

〈¨[╇╇»
00.00 〈/] «]‶┿[〈┿╉. ╉[¨╁を 

╇ ‶╄]¨╉»
02.20 «╁ 』┿] ‶╇╉»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «《┿′〈┿]〈╇╉┿ ‶¨╃ ╂[╇-

《¨╋ «]╄╉[╄〈′¨»

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

》╇〈╇〈╄╊を′╇『┿ ╂[¨╀′╇『»
11.50, 23.05 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 》/《 «╊┿[┿ ╉[¨《〈. [┿]-

》╇〈╇〈╄╊を′╇『┿ ╂[¨╀′╇『»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

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

╁╆[｠╁┿»
01.30 》/《 «]〈¨╊╉′¨╁╄′╇╄ ] 

╀╄╆╃′¨╈»
03.45 》/《 «╉¨[¨╊を ╉╊╄〈╉╇»

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. ╇′〈╄[′╄〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 «¨]¨╀┿ぅ ╋╇]]╇ぅ»
15.05 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
15.20 «DE FACTO»
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 〈/] «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈», 1 ]╄[╇ぅ
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 25 ìàðòà
‶っさゃにえ 〈╁『

6.00, 02.35 MUSIC
7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
8.30 HIT CHART
8.55 ]╁¨╀¨╃╄′
9.25 «╁]╄ ╊〉』【╄╄ ╁ 〈╄╀╄»
9.55, 01.50 ╋┿╂╇ぅ ╉[╇]┿ ぁ′-

╃╅╄╊┿
10.20 ‶[┿╁╃┿ ╅╇╆′╇
11.10, 18.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
12.10 【¨‶¨╂¨╊╇╉╇
13.10 〈[╄′╃╇
13.45 〈/] «]╄╉] ╁ ╀¨╊を【¨╋ 

╂¨[¨╃╄»
14.35 〈/] «╃╁┿ ] ‶¨╊¨╁╇′¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉┿»
15.00 〈/] «]‶╊╄〈′╇『┿»
16.00, 19.00 HIT CHART
16.30, 20.00 ╊ぃ╀¨╁を ] ‶╄[╁¨╂¨ 

╁╆╂╊ぅ╃┿
17.30 ]╁¨╀¨╃╄′
18.00 ╆╁╄╆╃｠ ′┿ ╊┿╃¨′╇
18.30 LIVE IN TELE-CLUB
19.30 ╄╊╄′┿ ╇╆ ‶¨╊╇‶[¨‶╇╊╄′┿
21.00 ‶[¨╄╉〈 ‶¨╃╇〉╋
22.00 ╋┿╋┿, 》¨』〉 ]〈┿〈を ╆╁╄╆╃¨╈
23.00 ╀〉╃〉 [¨╅┿〈を
00.10 ╉╊╇′╇╉┿
00.35 ]╊╄╃〉ぃ】╇╈
01.00 〈┿╈′｠╄ ]¨╀╊┿╆′｠
01.25 ╀╄【╄′｠╄ ‶[╄╃╉╇
02.15 ╉〈¨ ╉[〉』╄

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 «╉╊〉╀ ╁╄]╄╊｠》 ╇ ′┿》¨╃-

』╇╁｠》». ╁｠]【┿ぅ ╊╇╂┿
23.45 》/《 «]〉╋┿]【╄╃【┿ぅ 

‶¨╋¨】を»
03.10 》/《 «╁]ぅ ╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ 

[┿〈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 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 ぃ[╋┿╊┿
22.55 》/《 «‶¨ ]╊╄╃〉 《╄′╇╉]┿»
01.00 》/《 «╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ]╁¨-

╀¨╃¨╈»
03.20 》/《 «〉]‶╄》»

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

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

′¨╄ ╃╄╊¨»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

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

╇]【╄]〈╁╇╄. [┿]]╊╄╃¨-
╁┿′╇╄» 

20.55 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
22.55 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂ 

′〈╁»
00.15 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃»
01.05 》/《 «╃〉[┿╉╇ 〉╋╇[┿ぃ〈 ‶¨ 

‶ぅ〈′╇『┿╋»
03.05 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
04.05 «╃¨ ]〉╃┿»

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

╂╄╃╇ぅ», 4 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ‶┿[〈╇〈〉[｠ ′╄ ╂¨[ぅ〈
17.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.45 ╀╇╊╄〈 ╁ ╀¨╊を【¨╈
18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.50 〈/] «╁┿╊╊┿′╃╄[»
21.25 «[╄]‶〉╀╊╇╉┿ ‶╄]′╇»
22.35 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
01.30 ‶┿[〈╇〈〉[｠ ′╄ ╂¨[ぅ〈
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.25 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【! 
9.20 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
9.45 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ̈ 〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄]〈╁┿
10.25 《¨[╋〉╊┿-1 
12.10 «╂[┿′-‶[╇»
13.30 «[｠╀┿╊╉┿»
13.40, 02.40, 05.35 ╁╄]〈╇.RU
14.00, 23.15, 03.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.15 «[╄╈〈╇′╂» 
14.45 «′┿〉╉┿ 2.0» 
15.20 》/《 «╂¨′】╇╉»
17.30 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
18.30 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
19.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
19.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.45 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
21.00 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 《╇′┿╊ «╆┿‶┿╃» 
23.35 《〉〈╀¨╊. ┿[╋╄′╇ぅ - [¨]-

]╇ぅ. ‶╄[╄╃ ╋┿〈』╄╋
00.40 《〉〈╀¨╊. ]╊¨╁╄′╇ぅ - 

╇〈┿╊╇ぅ 
03.20 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
04.30 ╁╄╊¨]‶¨[〈

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.50 》/《 «]╋╄[〈を ‶¨╃ ‶┿[〉-

]¨╋», 1 ╇ 2 ]╄[╇╇
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╇╂[┿ ╀╄╆ ′╇』を╄╈»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «『╄‶を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
2 1 . 0 0  « ╃ ¨ ╀ [ ｠ ╈  ╁ ╄ 』 ╄ [ , 

╋¨]╉╁┿!»
22.50 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
00.30 》/《 «[╄]〈¨[┿′ ╂¨]‶¨╃╇-

′┿ ]╄‶〈╇╋┿»
02.10 》/《 «]〈[╄╉¨╆┿»
04.00  «╆┿[′╇『┿.  ]‶¨[〈. 

ぁ╉]〈[╇╋»
04.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00, 11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30, 02.00 〈/] «╉╊┿]]»
9.30, 19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.10 ¨, ]』┿]〈╊╇╁』╇╉!
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»

20.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 [┿]-
]╊╄╃¨╁┿′╇╄

21.00, 01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 COMEDY ╀┿〈〈╊. 〈〉[′╇[
23.00, 04.35 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
02.50 》/《 «╋┿╂┿╆╇′ «╇╋‶╄[╇ぅ»
05.35 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.45 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ – 3»
14.10, 21.00 》/《 «‶¨ ╂╊┿╁′¨╈ 

〉╊╇『╄ ] ¨[╉╄]〈[¨╋»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇ 
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
23.00, 02.35 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.05 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉╇╈ 

]┿╋〉[┿╈»
02.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.20 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

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

′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00, 16.45 〈/] «′╇′┿»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «〈┿╈′｠ ╋╇[┿»
23.30 «╀〉′╉╄[ NEWS»
00.30 «╉〈¨ ╆╃╄]を ╆╁╄╆╃┿? ╇╃╄-

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

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

》╇〈╇〈╄╊を′╇『┿ ╂[¨╀′╇『»
12.05 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
19.00 〈/] «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╆╁┱╆╃′｠╈ 

‶〉〈を»
23.30 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
00.05 》/《 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 〉′╇-

╁╄[]┿╊を′¨╂¨ ]¨╊╃┿〈┿»
01.40 《╇╊を╋ 〉╅┿]¨╁ «╉¨╋┿»
03.20 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.15 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
16.05 〈/] «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈», 1 ]╄[╇ぅ
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. 

╉〉╊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 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇»
00.55 «┿╁〈¨╀┿′»
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‶っさゃにえ 〈╁『

6.00 MUSIC
7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
9.40, 16.30 HIT CHART
10.40 ╋/] «╂〉╀╉┿ ╀¨╀»
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
02.05 MUSIC

5.40 》/《 «》[¨′╇╉┿ ′¨』╇»
7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «]╋┿╉»
10.50 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
12.15 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
13.20 «┿╊╄╉]╄╈ ╀〉╊╃┿╉¨╁. «′〉 

╁｠, ╀╊╇′, ╃┿╄〈╄!»
14.20 》/《 «¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ′┿-

『╇¨′┿╊を′¨╈ ¨》¨〈｠ ╁ 
╆╇╋′╇╈ ‶╄[╇¨╃»

1 5 . 4 0  « ╄ 《 ╇ ╋  【 ╇ 《 [ ╇ ′ . 
』╄╊¨╁╄╉-╉¨]〈ぃ╋»

16.50 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊-
╊╇¨′╄[¨╋?»

17.50 〈/] «¨╀】┿ぅ 〈╄[┿‶╇ぅ»
19.50, 21.15 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃». 

╁¨╆╁[┿】╄′╇╄
21.00 «╁[╄╋ぅ»
22.30 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]-

》╇╊〈¨′»
23.00 》/《 «╋┿╈╉╊ ╉╊╄╈〈¨′»
01.20 》/《 «¨╀╄〈 ╋¨╊』┿′╇ぅ»
03.00 《╇╊を╋ «╆¨╊¨〈¨╈ ╊╄╃»

5.20 》/《 «》¨[¨【¨ ]╇╃╇╋!»
6.45 ╁]ぅ [¨]]╇ぅ
6.55 ]╄╊を]╉¨╄ 〉〈[¨
7.25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ ╅╇╁¨〈′｠》
8.00 ╁╄]〈╇
8.20 ╁¨╄′′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
8.50 ]〉╀╀¨〈′╇╉
9.30 ╂¨[¨╃¨╉
10.05 «〉[┿╊を]╉╇╈ ╋╄[╇╃╇┿′»
10.30 «ぅ′ ╂A╀╇′]╉╇╈ ╇ ╉¨╊╊╄-

╂╇. ╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.20 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.50 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
12.25 〈/] «╉[〉╅╄╁┿»
14.30 〈/] «╉[〉╅╄╁┿»
16.30 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
18.10 》/《 «ぁ《《╄╉〈 ╃¨╋╇′¨»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 《〉〈╀¨╊. 』╄╋‶╇¨′┿〈 

╄╁[¨‶｠ - 2012. ¨〈╀¨[¨』-
′｠╈ 〈〉[′╇[. ┿[╋╄′╇ぅ - 
[¨]]╇ぅ

22.50 》/《 «╂┿╃╉╇╈ 〉〈┱′¨╉»
02.35 ╃╄╁』┿〈┿
03.10 》/《 «]╋╄》 ╇ ′┿╉┿╆┿′╇╄»

5.05 〈/] «》¨╊╋ ̈ ╃′¨╂¨ ╃╄[╄╁┿»
6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠ 
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 》/《 «′╄╁╄[¨ぅ〈′｠╈ 》┿╊╉»
02.40 «╃¨ ]〉╃┿»
03.25 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
10.40 》/《 «〈[｠′-〈[┿╁┿»
12.10 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.40 》/《 «╁╉〉] 》┿╊╁｠»
13.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.05 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿ 

] ┿╊╄╉]┿′╃[¨╋ 》┿╀〉[-
╂┿╄╁｠╋

14.30 ̈ 』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨ぅ〈′¨╄
15.00 》/《 «╃╁╄ ╅╇╆′╇»
18.10 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
18.50 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
19.40 》/《 «╉[｠╊をぅ»
21.10 ]‶╄╉〈┿╉╊を «‶を╄]┿ ╃╊ぅ 

╋〉╅』╇′｠»
22.10 ╃/《 «╆┿╂′┿〈を ╋¨╊╇〈╁¨╈ 

』╄[〈┿ ╁ ┿╃»
00.00 》/《 «〈[｠′-〈[┿╁┿»
01.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
03.25 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋

6.05, 04.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.55 《¨[╋〉╊┿-1 
9 . 1 0  ¨ 〈 ╃ ╄ ╊  〈 ¨ ╁ ┿ [ ′ ¨ ╂ ¨ 

╉┿』╄]〈╁┿
9.35 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.10  «′¨╁¨]〈╇.  ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.00 《¨[╋〉╊┿-1
12.10 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
12.40 》/《 «╂¨′】╇╉»
14.50, 21.40, 01.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
15.00 TOP GEAR
16.35 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 《╇′┿╊ 

«╁¨]〈¨╉» 
19.15 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
19.40 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
20.10 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
20.40 ╋╄╊を′╇『┿
21.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
21.50 《〉〈╀¨╊. ┿[╋╄′╇ぅ - [¨]-

]╇ぅ. ‶¨]╊╄ ╋┿〈』┿
22.10 ╀¨╉]
23.55 《〉〈╀¨╊. ┿′╃¨[[┿ - ]╊¨-

╁┿╉╇ぅ 
02.15 ‶╊ぅ╅′｠╈ 《〉〈╀¨╊ 
03.40 ╁╄╊¨]‶¨[〈

5.05 》/《 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╀╊〉╃-
′¨╂¨ ╋〉╅┿»

7.00 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
7.35 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.05 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.30 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨-

‶╄╃╇ぅ»
8.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.55 》/《 «╀┿╊╊┿╃┿ ̈  ╃¨╀╊╄]〈-

′¨╋ [｠『┿[╄ ┿╈╁╄′╂¨»
11.30, 17.30, 00.15 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.50 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.35 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]╊¨╋〉»
13.15 》/《 «′╄¨╉¨′』╄′′┿ぅ 

‶¨╁╄]〈を»
15.15 «‶[╇ぃ〈 ╉¨╋╄╃╇┿′〈¨╁»
17.10 «』〉╃¨-〈┿╀╊╄〈╉╇: ╊╄╉┿[-

]〈╁┿ ¨〈 ╁]╄╂¨»
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.15 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.10 》/《 «╂╊〉‶┿ぅ ╆╁╄╆╃┿»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «╊╄¨′»
00.35 》/《 «]┿〈╇]《┿╉『╇ぅ»
02.30 》/《 «╁｠]〈[╄╊ ╁ ]‶╇′〉»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.25 〈/] «╃[〉╆をぅ»
10.00 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30, 15.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
12.00 ╃/《 «‶¨》〉╃╄╈ ]¨ ╆╁╄╆-

╃¨╈ - 2»
13.00 COMEDY ╀┿〈〈╊. 〈〉[′╇[
14.00 COMEDY WOMAN
16.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
17.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.00 》/《 «╂┿[[╇ ‶¨〈〈╄[ ╇ 

╉〉╀¨╉ ¨╂′ぅ»

23.15, 04.45 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.10 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.40 》〉 ╇╆ 》〉
01.15 》/《 «‶¨╉┿ ′╄ ]｠╂[┿╊ ╁ 

ぅ】╇╉»
04.15 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ′¨╁¨]〈╇
6.00 «]〈╄′╃»
6.15 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
6.30 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «]′╄╂〉[¨』╉┿». ]╉┿╆╉┿
9.00 》/《 «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ 

╂[┿′╇『┿», 1-4 ]╄[╇╇
20.10 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈» 
20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 ╋╇╊┿ ╈¨╁¨╁╇』 ╁ 《┿′-

〈┿]〈╇』╄]╉¨╋ 〈[╇╊╊╄[╄ 
«』╄〈╁╄[〈｠╈ ╁╇╃»

23.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
23.30 «╀╄【╄′｠╄ ┿╉〉╊｠». 

《╇╊を╋ 〉╅┿]¨╁
01.00 «╁｠》¨╃┿ ′╄〈». ╀¨╄╁╇╉
03.40 ╋〉╆｠╉┿ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 

╉┿′┿╊┿»

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»
20.00 ╉¨′『╄[〈 ╋╇》┿╇╊┿ ╆┿-

╃¨[′¨╁┿
22.00 》/《 «╁¨╊╉¨╃┿╁»
00.00 «]〈╇╁╄′ ]╇╂┿╊. 』╄╊¨╁╄╉ 

╆┿╉¨′┿»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》». 

«╊ぃ╀¨╁′｠╈ ╉╁┿╃[┿〈»
03.30 «‶¨╉╄[»
04.35 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 》/《 «13-╈ [┿╈¨′»
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.15 ╉¨╋╄╃╇ぅ «¨》 〉╅ ぁ〈╇ 

╃╄〈╉╇!»
11.00 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
15.00 ╋/] «[〉]┿╊¨』╉┿»
15.30 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.30 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
17.00 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
18.35 ╉¨╋╄╃╇ぅ «』╄╂¨ 》¨〈ぅ〈 

╅╄′】╇′｠»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «【¨‶¨╂¨╊╇╉»
22.55 ‶┿[¨╃╇╈′┿ぅ ╉¨╋╄╃╇ぅ 

〉╅┿]¨╁ «¨』╄′を ]〈[┿【-
′¨╄ ╉╇′¨ – 3»

00.25 ╀¨╄╁╇╉ «╉╄╉╄]╇╊╇. ╂¨[-
′｠╈ ‶┿〈[〉╊を»

03.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-
]┿′〈｠»

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

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 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 ]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿
13.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
15.05 «╁ ╉┿╃[╄ [╄【┿╄╋ ╁]╄!»
15.55 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.30 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
17.05 》/《 «]╊〉【┿〈╄╊を»
19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
19.50 «[┿╆╀¨[ ‶¨╊╄〈¨╁»
20.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.40 》/《 «╆┿╊╄』を ′┿ ╃′¨ ╁ ╀[ぃ╂╂╄»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.40 «′¨』を ╁ 《╇╊┿[╋¨′╇╇»
01.30 》/《 «╁[┿╂ ¨╀】╄]〈╁┿ わ1»
04.05 》/《 «╉¨[┿╊╊¨╁｠╈ [╇《»
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6.00 MUSIC
7.00 ]〈╄[╄¨_〉〈[¨
9.45, 16.00 HIT CHART
10.40 ╋/] «╂〉╀╉┿ ╀¨╀»

11.00 NEWS ╀╊¨╉
11.30 ╇╉¨′┿ ╁╇╃╄¨╇╂[
12.00 ╆╁╄╆╃｠ ′┿ ╊┿╃¨′╇
12.30 〈[╄′╃╇
13.00 13 ╉╇′¨╊┿╅
13.30 ╁〉╆ NEWS
14.00 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
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 〈[╄′╃╇
00.35 MUSIC

5.40 》/《 «╉╊┿]]′｠╈ ╋ぃ╆╇╉╊: 
╁｠‶〉]╉′¨╈»

7.50 «┿[╋╄╈]╉╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇»
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.30 «《┿╆╄′╃┿»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 «[¨╉¨╁┿ぅ [¨╊を ┿╊╄╉]┿′-

╃[┿ 《┿〈ぃ【╇′┿»
13.10 》/《 «╊╄╉┿[]〈╁¨ ‶[¨〈╇╁ 

]〈[┿》┿»
15.00 ]. 【┿╉〉[¨╁, ]. ╉[ぃ』-

╉¨╁┿, ╋. 【〉╉【╇′┿ ╁ 
╋′¨╂¨]╄[╇╈′¨╋ 《╇╊を-
╋╄ «╀[╄╅′╄╁»

19.00 «╅╄]〈¨╉╇╄ ╇╂[｠». 
′¨╁｠╈ ]╄╆¨′

21.00 ╁¨]╉[╄]′¨╄ «╁[╄╋ぅ»
22.00 «╀¨╊を【┿ぅ [┿╆′╇『┿»
23.00 «【¨〉 ′╇ ╀╄ ′╇ ╋╄ 

′╄》╇╊¨»
23.30 «‶¨╆′╄[»
00.35 》/《 «╁┿╊を] ] ╀┿【╇[¨╋»
02.10 》/《 «╀[┿〈をぅ ╀╊ぃ╆ 2000»

4.55 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ] ╂╇〈┿[¨╈»
6.40 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
8.40 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
9.25 ╂¨[¨╃┿ ╇ ╁╄]╇
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 〈/] «╉[〉╅╄╁┿»
14.00 ╁╄]〈╇
14.20 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.30 〈/] «╉[〉╅╄╁┿»
15.10 ]╋╄ぅ〈を]ぅ [┿╆[╄【┿╄〈]ぅ
17.00 〈┿′『｠ ]¨ ╆╁╄╆╃┿╋╇
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «¨╃〉╁┿′』╇╉»
23.00 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.00 ╂╄′′┿╃╇╈ 》┿╆┿′¨╁. ‶¨-

╁〈¨[╄′╇╄ ‶[¨╈╃╄′′¨╂¨
00.30 》/《 «] ╂╊┿╆ - ╃¨╊¨╈, ╇╆ 

』┿[〈┿ - ╁¨′!»
02.40 》/《 «ぅ╃¨╁╇〈｠╈ ‶╊ぃ】»

5.20 〈/] «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ ╃╄-
[╄╁┿»

7.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠ 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨»
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 》/《 «╃¨╊╇′┿ ]╋╄[〈╇»
03.50 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

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

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «╀┿╀を╄ 『┿[]〈╁¨»
12.10 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.40 ]╉┿╆╉╇ ] ̈ [╉╄]〈[¨╋. 》.╉. 

┿′╃╄[]╄′. «]′╄╅′┿ぅ ╉¨-
[¨╊╄╁┿». 』╇〈┿╄〈 ¨╊を╂┿ 
╀〉╃╇′┿

13.35 ╃/《 «╇╆ ╂╊〉╀╇′｠ ╋¨[ぅ»
14.30 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
15.15 ╆╁╄╆╃′｠╄ ‶¨[〈[╄〈｠
15.45 ╀┿╊╄〈 «╃┿╋┿ ] ╉┿╋╄-

╊╇ぅ╋╇»
18.10 》/《 «〉]‶╄》»
19.40 ]‶╄╉〈┿╉╊を «¨╀｠╉′¨╁╄′-

′┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ»
22.00 ╇〈¨╂¨╁┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ 

«╉¨′〈╄╉]〈»
22.40 》/《 «╂╄′╇╈ ╃╆ぃ╃¨»
01.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.50 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
01.55 ╃/《 «╇╆ ╂╊〉╀╇′｠ ╋¨[ぅ»

7.00 «]〈[┿′┿.RU» 
7.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
9.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
9.20 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.00 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
10.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
11.00 ╋╄╊を′╇『┿
11.30 «[｠╀┿╊╉┿»
11.45 《¨[╋〉╊┿-1 
14.15, 23.20, 02.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.30 «‶╄[╁┿ぅ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ 

╊¨〈╄[╄ぅ»
14.35 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈» 
15.30 》/《 «]〈[╄╊¨╉»
17.20 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
17.50 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
18.20 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
18.55 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 《╇′┿╊ 

«╆┿‶┿╃» 
21.15, 22.30, 03.05 ╀╇┿〈╊¨′ 
22.00 《╇′┿′]╇]〈
23.30 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨╀¨[-

]〈╁┿. M-1 
01.35 《〉〈╀¨╊. ┿[╋╄′╇ぅ - [¨]-

]╇ぅ. ¨╀╆¨[ ╋┿〈』┿
04.35 ╁╄╊¨]‶¨[〈 
05.15 «╂[┿′-‶[╇»

5.20 》/《 «╋┿〈╄[╇′]╉╇╈ ╇′-
]〈╇′╉〈»

7.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.55 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.25 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.45 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄»
10.15 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ ╃¨╋»
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30, 00.05 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45, 15.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.55 》/《 «╉〉[を╄[»
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.25 ぁ′『╇╉╊¨‶╄╃╇ぅ
16.15 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
17.25 》/《 «¨ 〈╄╀╄»
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
00.25 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′. 

┿[╉┿╃╇╈ ′¨╁╇╉¨╁
01.25 》/《 «╉¨〈¨╁»
03.20 》/《 «【┱‶¨〈 ¨[┿′╅╄╁｠》 

¨╀╊┿╉¨╁»
05.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

¨′┿╊を′┿ぅ», «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

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

]╊╄╃¨╁┿′╇╄
12.00 ╃/《 «┿ ╁┿╋ ]╊┿╀¨?»
13.00 〈/] «》¨[»
14.45 〈/] «╇′〈╄[′｠»
16.15 》/《 «╂┿[[╇ ‶¨〈〈╄[ ╇ 

╉〉╀¨╉ ¨╂′ぅ»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ′┿【┿ RUSSIA
20.30 》/《 «╁╇╉╇′╂╇ ‶[¨〈╇╁ 

‶[╇【╄╊を『╄╁»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 》/《 «‶[¨‶┿】╇╄ [╄╀ぅ〈┿»
02.25 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
02.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.55 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.55 COSMOPOLITAN

6.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
7.00 》/《 «┿╈╀¨╊╇〈 -66»
9.00 》/《 «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′┿ぅ 

╂[┿′╇『┿», 5-8 ]╄[╇╇
20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 ╊┿[╇]┿ 〉╃¨╁╇』╄′╉¨ 

╇ ╄╉┿〈╄[╇′┿ ╁╇╊╉¨╁┿ 
╁ ╉¨╋╄╃╇╇ ┿╊╄╉]┿′-
╃[┿ 》╁┿′┿ «╁┿[╄′╇╉╇ ] 
╁╇【′╄╈»

22.40 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.10 》/《 «〈[¨╄ ╁ ╊¨╃╉╄, ′╄ 

]』╇〈┿ぅ ]¨╀┿╉╇», 1-2 
]╄[╇╇

02.10 «╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄»

5.00 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]-

〈¨[╇╇»
6.00 ╋/] «╀╄′ 10»
6.50 〈/] «‶┿]]┿╅╇[ ╀╄╆ 

╀┿╂┿╅┿»
8.40 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
9.10 «╁ 』┿] ‶╇╉»
9.40 》/《 «╁¨╊╉¨╃┿╁»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
15.00 ╉¨′『╄[〈 ╋╇》┿╇╊┿ 

╆┿╃¨[′¨╁┿
17.00 «‶[╇╂¨╁¨[»
18.00 ╀¨╄╁╇╉ «』┿] ‶╇╉»
20.00 ╀¨╄╁╇╉ «』┿] ‶╇╉ 2»
21.45 ╃╅╄╉╇ 』┿′ ╁ ╉¨╋╄╃╇╇ 

«【┿′》┿╈]╉╇╈ ‶¨╊╃╄′を»
2 3 . 5 0  〈 / ]  « ‶ ¨ ] ╊ ╄ ╃ ′ ぅ ぅ 

╋╇′〉〈┿»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》». 

«╊ぃ╀¨╁を ╁ ╊╇《〈╄»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 》/《 «╇′¨]〈[┿′╄『»
7.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 «]┿╋｠╈ 〉╋′｠╈»
10.45 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
11.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
12.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
13.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «』╄╂¨ 》¨〈ぅ〈 

╅╄′】╇′｠»
15.25 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «╃┿╄【を ╋¨╊¨╃╄╅を!»
19.15 ╋/《 «╀ぁ╈╀. ‶¨[¨]┱′¨╉ ╁ 

╂¨[¨╃╄»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉[¨【╉┿ ╇╆ 

╀╄╁╄[╊╇-》╇╊╊╆»
22.45 ╀¨╄╁╇╉ «‶¨『╄╊〉╈ ╃[┿-

╉¨′┿»
00.35 》/《 «╋╇[¨〈╁¨[╄『»
02.55 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
04.55 ╋/] «‶[╇╉╊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 ╋/《 «‶╄[]╄╈»
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.40 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.05 》/《 «]╊〉【┿〈╄╊を»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
14.30 〈/] «╃¨╉〈¨[ ╅╇╁┿╂¨»
15.30 〈/] «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈», 1 ].
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «╋╄╃.ぁ╉]‶╄[〈»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 》/《 «╆┿╊╄』を ′┿ ╃′¨ ╁ ╀[ぃ╂╂╄»
20.25, 01.40 ]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇
21.15 «[┿╆╀¨[ ‶¨╊╄〈¨╁»
21.35 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
22.05 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.25 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
01.30 «DE FACTO»
02.50 》/《 «╁[┿╂ ¨╀】╄]〈╁┿ わ1»
04.55 ╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋
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╇〈¨╂╇ ]¨『╇┿╊を′¨-ぁ╉¨′¨╋╇』╄]╉¨╂¨ [┿╆╁╇〈╇ぅ ╀╂¨ ╁ 2010 ╂¨╃〉

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÏÎØËÎ Â ÐÎÑÒ
╊のぉけゃぬ ╉┿[〉╆╇′┿, ゅかぇゃくにえ しこっちうぇかうしす-ねおしこっさす けすょっかぇ しゃけょくけえ うくそけさきぇちうう ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき

┲┥┽┤╃ ┹┤┴┤┮┶┩┴┬┵┶┬┮┤ 
┳┴┩┨┳┴┬╃┶┬┭ ┬ ┲┴┧┤┱┬┫┤┺┬┭
‶け ょぇくくにき ]すぇすうしすうつっしおけゅけ さっゅうしすさぇ こさっょ-

こさうはすうえ 《っょっさぇかぬくけえ しかせあぉに ゅけしせょぇさしすゃっく-
くけえ しすぇすうしすうおう, ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき 
けおさせゅっ くぇ 31.12.2010 ゅけょぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 
1648 こさっょこさうはすうえ.

′ぇうぉけかぬてぇは ょけかは しけぉしすゃっくくけしすう こさうくぇょ-
かっあうす つぇしすくにき ゃかぇょっかぬちぇき – 87,7%  (1446 
こさっょこさうはすうえ). ╂けしせょぇさしすゃっくくぇは しけぉしすゃっく-
くけしすぬ ゃしった せさけゃくっえ しけしすぇゃうかぇ 7,4% (120 
こさっょこさうはすうえ), しけぉしすゃっくくけしすぬ うくけしすさぇくくにた 
のさうょうつっしおうた かうち – 0,2% (23 こさっょこさうはすうは), 
しきってぇくくぇは しけぉしすゃっくくけしすぬ さぇいかうつくにた  ゃうょけゃ – 
1,7% (27 こさっょこさうはすうえ), しけぉしすゃっくくけしすぬ けぉとっ-
しすゃっくくにた う さっかうゅうけいくにた けさゅぇくういぇちうえ – 3,1% 
(52 こさっょこさうはすうは). 

┳┴┲┬┫┦┲┨┵┶┦┲ ┶┲┦┤┴┲┦ ┬ ┷┵┯┷┧
¨ぉけさけす こけ おさせこくにき う しさっょくうき けさゅぇくう-

いぇちうはき ゃ ょっえしすゃせのとうた ちっくぇた いぇ 2010 ゅけょ 
しけしすぇゃうか: 

«╃けぉにゃぇのとうっ こさけういゃけょしすゃぇ» – 401,8 きかく 
させぉ., うかう 100,2% お せさけゃくの 2009 ゅけょぇ, ゃしっ こけ 
ゃうょせ ねおけくけきうつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう «╃けぉにつぇ 
こけかっいくにた うしおけこぇっきにた, おさけきっ すけこかうゃくけ-ねくっさ-
ゅっすうつっしおうた».

«¨ぉさぇぉぇすにゃぇのとうっ こさけういゃけょしすゃぇ» – 16716,3 
きかく させぉ. (149% お こさけてかけきせ ゅけょせ), うい くうた:

«‶さけういゃけょしすゃけ こうとっゃにた こさけょせおすけゃ» – 459 
きかく させぉ. (89,2%),

«‶さけういゃけょしすゃけ こさけつうた くっきっすぇかかうつっしおうた 
きうくっさぇかぬくにた こさけょせおすけゃ» – 1519,8 きかく させぉ. 
(124,5%),    

«╋っすぇかかせさゅうつっしおけっ こさけういゃけょしすゃけ う こさけうい-
ゃけょしすゃけ ゅけすけゃにた きっすぇかかうつっしおうた ういょっかうえ» – 
14050,6 きかく させぉ. (157,1%),

«‶さけういゃけょしすゃけ きぇてうく う けぉけさせょけゃぇくうは» – 
(127,4%),

«‶さけういゃけょしすゃけ ねかっおすさけけぉけさせょけゃぇくうは, ねかっおすさけく-
くけゅけ う けこすうつっしおけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは» – (139,6%),

«‶さけつうっ こさけういゃけょしすゃぇ» – (121,9%).
«‶さけういゃけょしすゃけ う さぇしこさっょっかっくうっ ねかっおすさけ-

ねくっさゅうう, ゅぇいぇ う ゃけょに» – 206,5 きかく させぉ., うかう 
106% お せさけゃくの 2009 ゅけょぇ.     

‶さけういゃけょしすゃけ けすょっかぬくにた ゃうょけゃ こさけょせおちうう 
いぇ けすつひすくにえ こっさうけょ ゃ くぇすせさぇかぬくけき  ゃにさぇ-
あっくうう う こさけちっくすぇた お こさっょにょせとっきせ ゅけょせ ゃに-
ゅかはょうす しかっょせのとうき けぉさぇいけき:  おけくょうすっさしおうっ 
ういょっかうは – 1177 すけくく (110,1%), おけくしすさせおちうう 
しぉけさくにっ あっかっいけぉっすけくくにっ – 153,3 すにし. き3 

(129,8%), きっかおうっ しすっくけゃにっ ぉかけおう – 204,2 きかく 
てす. せしかけゃくけゅけ おうさこうつぇ (131,8%).

]くうあっくうっ ゃにこせしおぇ こさけょせおちうう いぇ 2010 ゅけょ ゃ 
しさぇゃくっくうう し 2009 ゅけょけき くぇぉかのょぇっすしは こけ たかっ-
ぉけぉせかけつくにき ういょっかうはき – 2218 すけくく (94,4%),  
ゅぇいっすぇき – 32,27 きかく てす. (72%), ゅぇかぬおっ, ゅさぇ-
ゃうの, とっぉくの – 586 すにし. き3 (61,7%).

]さっょくっしこうしけつくぇは  つうしかっくくけしすぬ  さぇぉけすくうおけゃ, 
いぇくはすにた  くぇ おさせこくにた う しさっょくうた  けさゅぇくういぇちうはた 
こけ ゃうょせ ねおけくけきうつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう «╃けぉにつぇ 
こけかっいくにた うしおけこぇっきにた», いぇ けすつひすくにえ こっさうけょ 
しけしすぇゃうかぇ 221 つっかけゃっお, つすけ くぇ 78,8% きっくぬ-
てっ, つっき いぇ 2009 ゅけょ (1040 つっかけゃっお). ]さっょくはは 
いぇさこかぇすぇ さぇぉけすくうおけゃ しこうしけつくけゅけ しけしすぇゃぇ し くぇ-
つぇかぇ けすつひすくけゅけ ゅけょぇ しけしすぇゃうかぇ 27409 させぉかっえ 
(138,9% お せさけゃくの こさけてかけゅけ ゅけょぇ).

]さっょくっしこうしけつくぇは つうしかっくくけしすぬ さぇぉけすくうおけゃ 
こけ ゃうょせ ねおけくけきうつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう «¨ぉ-
さぇぉぇすにゃぇのとうっ こさけういゃけょしすゃぇ» いぇ けすつひすくにえ 
こっさうけょ  しけしすぇゃうかぇ  4497 つっかけゃっお  う せゃっかう-
つうかぇしぬ こけ しさぇゃくっくうの し こさけてかにき ゅけょけき くぇ 
8,1% (4160). ]さっょくはは いぇさこかぇすぇ こけゃにしうかぇしぬ 
くぇ 9,4% う ょけしすうゅかぇ 22306  させぉかっえ.

]さっょくっしこうしけつくぇは つうしかっくくけしすぬ さぇぉけすくうおけゃ こけ 
ゃうょせ ねおけくけきうつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう «‶さけういゃけょ-
しすゃけ う さぇしこさっょっかっくうっ ねかっおすさけねくっさゅうう, ゅぇいぇ う 
ゃけょに» いぇ けすつひすくにえ こっさうけょ しけしすぇゃうかぇ 219 つっかけ-
ゃっお (92% お せさけゃくの  2009 ゅけょぇ). ]さっょくはは いぇさこかぇ-
すぇ ゃけいさけしかぇ くぇ 7,7% う ょけしすうゅかぇ 17935 させぉかっえ.   

╁にこかぇすに しけちうぇかぬくけゅけ たぇさぇおすっさぇ いぇ 2010 ゅけょ 
せきっくぬてうかうしぬ くぇ 39,3% う しけしすぇゃうかう 20,1 きかく させぉ.

┵┩┯╀┵┮┲┩ ┹┲┫╃┭┵┶┦┲
]っかぬしおけたけいはえしすゃっくくにきう こさっょこさうはすうはきう 

ゅけさけょぇ ゃ  2010 ゅけょせ ぉにかけ こさけういゃっょっくけ こさけ-
ょせおちうう くぇ 1805,4 きかく させぉかっえ (ゃ つっすにさっ さぇいぇ 
ぉけかぬてっ, つっき ゃ 2009 ゅけょせ). 〉ゃっかうつっくうっ こさけ-
ういゃっょひくくけえ こさけょせおちうう こさけういけてかけ ぉかぇゅけ-
ょぇさは  すけきせ, つすけ くぇ 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 いぇさっゅうしすさうさけゃぇかしは しゃうくけ-
おけきこかっおし «〉さぇかぬしおうえ». ‶けゅけかけゃぬっ おさせこくけゅけ 
さけゅぇすけゅけ しおけすぇ くぇ 01.01.11 ゅ. しけしすぇゃうかけ 3632 
ゅけかけゃに (210,3% お せさけゃくの こさけてかけゅけ ゅけょぇ). ‶け-
ゅけかけゃぬっ おけさけゃ  ょけしすうゅかけ 1467 ゅけかけゃ (189%), 
こけゅけかけゃぬっ しゃうくっえ – 118633 ゅけかけゃに (194,1%).  

‶さうこかけょ  ゃ 2010 ゅけょせ しけしすぇゃうか  2030  すっかはす, 
ねすけ 201% お せさけゃくの こさけてかけゅけ ゅけょぇ. ‶さうこかけょ 
しゃうくっえ ょけしすうゅ 280071 ゅけかけゃぇ (169,2%).

‶さけういゃっょっくけ 23031,4 すけくくに きはしぇ (ゃ つっすにさっ 
さぇいぇ ぉけかぬてっ, つっき ゃ こさけてかけき ゅけょせ), 11073,1 
すけくくに きけかけおぇ (203,6%).  

]さっょくはは つうしかっくくけしすぬ さぇぉけすくうおけゃ しっかぬしおけ-
たけいはえしすゃっくくにた こさっょこさうはすうえ  ゃ 2011 ゅけょせ しけ-
しすぇゃうかぇ 536 つっかけゃっお (350,2%). ]さっょくはは いぇさぇ-
ぉけすくぇは こかぇすぇ ょけしすうゅかぇ 19461 させぉかぬ (114%), 
くぇ けこかぇすせ すさせょぇ さぇぉけすくうおけゃ くぇこさぇゃかっくけ 
12193,8 すにしはつう させぉかっえ (480,8%).

┴┲┫┱┬┻┱┤╃ ┶┲┴┧┲┦┯╃
╁ 2010 ゅけょせ  けぉけさけす さけいくうつくけえ すけさゅけゃかう しけ-

しすぇゃうか, こけ こさっょゃぇさうすっかぬくにき ょぇくくにき, 4897,7 
きかく させぉ. (すっきこ さけしすぇ ゃ そぇおすうつっしおうた ちっくぇた お 
しけけすゃっすしすゃせのとっきせ こっさうけょせ こさけてかけゅけ ゅけょぇ 
111,3%), ゃ すけき つうしかっ けぉけさけす  ょっおぇぉさは 439,7 
きかく させぉ. (104,1%). 

¨ぉけさけす さけいくうつくけえ すけさゅけゃかう おさせこくにた う しさっょ-
くうた こさっょこさうはすうえ しけしすぇゃうか 1538,9 きかく させぉ. 
(104,9% お せさけゃくの こさけてかけゅけ ゅけょぇ), ゃ すけき つうしかっ ゃ 
ょっおぇぉさっ 2010 ゅけょぇ 143,4 きかく させぉ. (88,4% お せさけゃ-
くの しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ きっしはちぇ こさけてかけゅけ ゅけょぇ).

╆ぇこぇしに せゅかは くぇ 01.01.2011 ゅ. しけしすぇゃうかう  95 
すけくく (11%), きぇいせすぇ くっす. 

]さっょくはは つうしかっくくけしすぬ さぇぉけすくうおけゃ, いぇくは-
すにた ゃ すけさゅけゃかっ くぇ おさせこくにた う しさっょくうた こさっょ-
こさうはすうはた, しけしすぇゃうかぇ 471 つっかけゃっお (523,3% お 
せさけゃくの こさけてかけゅけ ゅけょぇ). ]さっょくはは いぇさぇぉけすくぇは 
こかぇすぇ さぇぉけすくうおけゃ すけさゅけゃかう  ゃ 2010 ゅけょせ, こけ 
けこっさぇすうゃくにき ょぇくくにき, しかけあうかぇしぬ ゃ さぇいきっさっ 
10432 させぉかは (すっきこ さけしすぇ こけ しさぇゃくっくうの し こさけ-
てかにき ゅけょけき しけしすぇゃうか 84,7%). ′ぇ けこかぇすせ すさせ-
ょぇ さぇぉけすくうおけゃ すけさゅけゃかう くぇ おさせこくにた う しさっょくうた 
こさっょこさうはすうはた ぉにかけ くぇこさぇゃかっくけ 4,9 きうかかうけくぇ 
させぉかっえ (390% お せさけゃくの こさけてかけゅけ ゅけょぇ). 

┲┥┽┩┵┶┦┩┱┱┲┩ ┳┬┶┤┱┬┩
¨ぉけさけす けぉとっしすゃっくくけゅけ こうすぇくうは ゃ 2010 ゅけょせ 

くぇ こさっょこさうはすうはた ╀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 しけしすぇゃうか 160,8 きかく させぉ., ねすけ 106,2% お 
けぉけさけすせ しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ こっさうけょぇ こさけてかけゅけ 
ゅけょぇ. ¨ぉけさけす けぉとっしすゃっくくけゅけ こうすぇくうは いぇ ょっ-
おぇぉさぬ – 13,9 きかく させぉ. (105,9%).

┬┱┦┩┵┶┬┺┬┬
╇くゃっしすうちうう ゃ くっそうくぇくしけゃにっ ぇおすうゃに こけ おさせこ-

くにき う しさっょくうき けさゅぇくういぇちうはき (し ゃたけょはとうきう) いぇ  
2010 ゅけょ しけしすぇゃうかう 535,4 きかく させぉ., ゃ すけき つうしかっ:

辿 うくゃっしすうちうう ゃ けしくけゃくけえ おぇこうすぇか – 531,4 
きかく させぉ., うかう 99,2% けす けぉとっゅけ けぉなひきぇ うくゃっ-
しすうちうえ ゃ くっそうくぇくしけゃにっ ぇおすうゃに;

辿 うくゃっしすうちうう ゃ ょさせゅうっ くっそうくぇくしけゃにっ ゃくっけ-
ぉけさけすくにっ ぇおすうゃに – 3,8 きかく させぉ.;

辿 うくゃっしすうちうう ゃ くっきぇすっさうぇかぬくにっ ぇおすうゃに – 
0,2 きかく させぉ.

 ╁うょけゃぇは しすさせおすせさぇ うくゃっしすうちうえ ゃ けしくけゃくけえ 
おぇこうすぇか ゃ けすつひすくけき こっさうけょっ ゃにゅかはょうす しかっょせ-
のとうき けぉさぇいけき: 

辿 あうかうとぇ – 2 きかく させぉ. (0,4%);
辿 いょぇくうは (おさけきっ あうかにた) う しけけさせあっくうは – 

77,4 きかく させぉ. (14,6%);
辿 きぇてうくに, けぉけさせょけゃぇくうっ, すさぇくしこけさすくにっ 

しさっょしすゃぇ – 442,7 きかく させぉ. (83,3%); 
辿 こさけつうっ – 9,3 きかく させぉ. (1,7%).
‶け うしすけつくうおぇき うくゃっしすうちうえ ゃ けしくけゃくけえ おぇ-

こうすぇか しけぉしすゃっくくにっ しさっょしすゃぇ おさせこくにた う しさっょ-
くうた けさゅぇくういぇちうえ しけしすぇゃうかう 51% けす けぉとっゅけ 
けぉなひきぇ, うかう 271,2 きかく させぉ. ╁ しすさせおすせさっ しけぉ-
しすゃっくくにた しさっょしすゃ こさうぉにかぬ しけしすぇゃうかぇ 75,6%, 
くぇ ょけかの ぇきけさすういぇちうけくくにた けすつうしかっくうえ こさう-
てかけしぬ 24,4%; こさうゃかっつひくくにっ しさっょしすゃぇ しけしすぇ-
ゃうかう 49%, うかう 260,2 きかく させぉ. 

╇くゃっしすうちうう ゃ ょさせゅうっ くっそうくぇくしけゃにっ ゃくっけぉけ-
さけすくにっ ぇおすうゃに (こけおせこおぇ いっきかう) う くっきぇすっさうぇかぬ-
くにっ ぇおすうゃに けしせとっしすゃかはかうしぬ けさゅぇくういぇちうはきう いぇ 
しつひす しけぉしすゃっくくにた しさっょしすゃ – 45% (ゃ けしくけゃくけき いぇ 
しつひす ぇきけさすういぇちうう), こさうゃかっつひくくにた – 55% (ゃしっ 
いぇ しつひす いぇひきくにた しさっょしすゃ ょさせゅうた けさゅぇくういぇちうえ).

╉さけきっ すけゅけ, おさせこくにきう う しさっょくうきう けさゅぇくういぇ-
ちうはきう こさうけぉさっすっくけ けしくけゃくにた しさっょしすゃ, ぉにゃてうた 
ゃ せこけすさっぉかっくうう, せ ょさせゅうた けさゅぇくういぇちうえ う けぉな-
っおすけゃ くっいぇゃっさてひくくけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ し くぇつぇかぇ 
けすつひすくけゅけ ゅけょぇ くぇ 458,6 きかく させぉ., うい くうた きぇ-
てうくに, けぉけさせょけゃぇくうっ, すさぇくしこけさすくにっ しさっょしすゃぇ 
しけしすぇゃうかう 12,7 きかく させぉかっえ. ‶さうけぉさっすっくうっ けし-
くけゃくにた しさっょしすゃ, ぉにゃてうた ゃ せこけすさっぉかっくうう, けしせ-
とっしすゃかはかけしぬ いぇ しつひす しけぉしすゃっくくにた しさっょしすゃ くぇ 
99,4%, いぇ しつひす こさうゃかっつひくくにた – 0,6%.

┵┶┴┲┬┶┩┯╀┵┶┦┲
¨ぉなひき さぇぉけす, ゃにこけかくっくくにた けさゅぇくういぇちうはきう 

しけぉしすゃっくくにきう しうかぇきう こけ ゃうょせ ょっはすっかぬくけしすう 
«]すさけうすっかぬしすゃけ», いぇ 2010 ゅけょ しけしすぇゃうか 331 
きかく させぉ., うかう 120,1% お せさけゃくの こさけてかけゅけ ゅけょぇ 
(275,6 きかく させぉ.). 

]すさけうすっかぬくけ-きけくすぇあくにっ さぇぉけすに, ゃにこけか-
くっくくにっ たけいしこけしけぉけき, しけしすぇゃうかう 1,3 きかく させぉ., 
つすけ ぉけかぬてっ せさけゃくは 2009 ゅけょぇ くぇ 85,7%. 

]さっょくはは つうしかっくくけしすぬ さぇぉけすくうおけゃ しすさけう-
すっかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ いぇ けすつひすくにえ ゅけょ しけしすぇ-
ゃうかぇ 268 つっかけゃっお, つすけ くぇ せさけゃくっ こさけてかけゅけ 
ゅけょぇ. ′ぇ けこかぇすせ すさせょぇ くぇこさぇゃかっくけ 66,2 きかく 
させぉ., ねすけ くぇ 26,3% ぉけかぬてっ, つっき ゃ 2009 ゅけょせ 
(52,4 きかく させぉ.).  

╁ 2010 ゅけょせ ぉにかけ こけしすさけっくけ 286 あうかにた ょけ-
きけゃ – くぇ 12,5% ぉけかぬてっ, つっき ゃ こさっょにょせとっき 

ゅけょせ (254 ょけきぇ). ¨ぉとぇは こかけとぇょぬ ゃゃっょひくくけゅけ 
あうかぬは ょけしすうゅかぇ 68450 き2, うかう 154,1% お せさけゃ-
くの  2009 ゅけょぇ (44416 き2). 

] くぇつぇかぇ けすつひすくけゅけ ゅけょぇ のさうょうつっしおうきう 
かうちぇきう こけしすさけっくけ ゃけしっきぬ きくけゅけおゃぇさすうさくにた 
ょけきけゃ けぉとっえ こかけとぇょぬの 31263 き2. ╁ゃっょっくぇ ゃ 
ねおしこかせぇすぇちうの 631 くけゃぇは おゃぇさすうさぇ. ╁ 2009 ゅけょせ 
ぉにかけ こけしすさけっくけ こはすぬ きくけゅけおゃぇさすうさくにた ょけきけゃ 
くぇ 218 おゃぇさすうさ けぉとっえ こかけとぇょぬの 13101 き2.

¨ぉとぇは こかけとぇょぬ うくょうゃうょせぇかぬくにた あうかにた 
ょけきけゃ しけしすぇゃうかぇ 37187 き2, つすけ くぇ 18,8% ぉけかぬ-
てっ, つっき ゃ こさっょにょせとっき ゅけょせ (31315 き2). ╃けかは 
うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ あうかぬは ゃ けぉとっき けぉなひきっ あう-
かうとくけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ しけしすぇゃかはっす 54,3%.

┸┬┱┤┱┵┿
╁  2010 ゅけょせ くぇ こさっょこさうはすうはた う けさゅぇくういぇ-

ちうはた ゅけさけょぇ (ぉっい きぇかにた, ぉのょあっすくにた う ぉぇくおけゃ, 
し せつひすけき そうくぇくしけゃにた さっいせかぬすぇすけゃ そうかうぇかけゃ) 
ぉにかぇ こけかせつっくぇ こさうぉにかぬ ゃ 374,2 きかく させぉ. (ゃ 
こさけてかけき ゅけょせ ぉにかう せぉにすおう ゃ 367,5 きかく させぉ.). 

╉さっょうすけさしおぇは いぇょけかあっくくけしすぬ (ゃおかのつぇのとぇは 
ゃ しっぉは いぇょけかあっくくけしすぬ こけ  こかぇすっあぇき ゃ ぉのょあっす 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにき ゃくっぉのょあっすくにき そけくょぇき, ゃに-
ょぇつっ しさっょしすゃ くぇ いぇさぇぉけすくせの こかぇすせ, こけしすぇゃとう-
おぇき) せきっくぬてうかぇしぬ ょけ 3584,7 きかく させぉ. (53,4% お 
せさけゃくの こさけてかけゅけ ゅけょぇ), うい くっひ こさけしさけつっくくぇは 
– 70,5 きかく させぉ., うかう 34,1%  お せさけゃくの 2009 ゅけょぇ.

╆ぇょけかあっくくけしすぬ こけ こかぇすっあぇき ゃ ぉのょあっす 
せきっくぬてうかぇしぬ ょけ 107,6 きかく させぉ. (48,6% お 2009 
ゅけょせ). ╆ぇょけかあっくくけしすぬ ゃ 《っょっさぇかぬくにえ ぉのょあっす 
しけしすぇゃかはっす 82,2 きかく させぉ. (49,3%). ╆ぇょけかあっく-
くけしすぬ こけしすぇゃとうおぇき う こけょさはょつうおぇき  ょけしすうゅかぇ 
2664,8 きかく させぉ. (52,2%). ╆ぇょけかあっくくけしすぬ こけ 
こかぇすっあぇき ゃ ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ ゃくっぉのょあっすくにっ 
そけくょに しけしすぇゃうかぇ 48,1 きかく させぉ. (58,2%).

╆ぇょけかあっくくけしすぬ  こけ  おさっょうすぇき  ぉぇくおけゃ 
せきっくぬてうかぇしぬ ょけ 11799,5 きかく させぉ. (75,3%). 

¨ぉとぇは ょっぉうすけさしおぇは いぇょけかあっくくけしすぬ  せきっくぬ-
てうかぇしぬ ょけ 2744,8 きかく させぉ. (60%), ゃ すけき つうしかっ  
こさけしさけつっくくぇは – 78,4 きかく させぉ. (66%). ╆ぇょけか-
あっくくけしすぬ こけおせこぇすっかっえ しけしすぇゃうかぇ 1749,2 きかく 
させぉ. (56,6%).

┫┤┱╃┶┲┵┶╀ ┬ ┥┩┫┴┤┥┲┶┬┺┤
╆ぇ 12 きっしはちっゃ 2010 ゅけょぇ ゃ しかせあぉせ いぇくはすけしすう 

けぉさぇすうかけしぬ ゃ こけうしおっ さぇぉけすに  3073 つっかけゃっおぇ,  
うい くうた  すさせょけせしすさけっくけ 1694. ╆ぇ 12 きっしはちっゃ 
2009 ゅけょぇ   せおぇいぇくくにっ ちうそさに しけしすぇゃうかう しけけす-
ゃっすしすゃっくくけ 5448, 2826.  ╇い けぉとっゅけ おけかうつっしすゃぇ  
けぉさぇすうゃてうたしは  ゃ しかせあぉせ いぇくはすけしすう ゅさぇあょぇく  
こけ こさうつうくっ ゃにしゃけぉけあょっくうは けぉさぇすうかけしぬ 328 
つっかけゃっお, うい くうた 209 あっくとうく (744 う 393 しけけす-
ゃっすしすゃっくくけ いぇ 12 きっしはちっゃ 2009 ゅけょぇ). ‶け ゃけ-
こさけしせ すさせょけせしすさけえしすゃぇ  ゃ しかせあぉせ いぇくはすけしすう いぇ 
12 きっしはちっゃ 2010 ゅけょぇ けぉさぇすうかけしぬ 1677 あっく-
とうく, うい くうた すさせょけせしすさけっくけ 880  (いぇ 12 きっしは-
ちっゃ 2009 ゅけょぇ しけけすゃっすしすゃっくくけ 2654 う 1332).

′ぇ  こっさっけぉせつっくうっ  いぇ けすつひすくにえ こっさうけょ くぇ-
こさぇゃかっくけ 245 つっかけゃっお, うい くうた 156 あっくとうく,  いぇ 
12 きっしはちっゃ 2009 ゅけょぇ ねすけす こけおぇいぇすっかぬ しけしすぇゃうか 
164 う 96 しけけすゃっすしすゃっくくけ. ╆ぇおけくつうかう こさけそっし-
しうけくぇかぬくけっ けぉせつっくうっ 237 つっかけゃっお, うい くうた 152 
あっくとうくに, ゃ 2009 ゅけょせ 160 う 95 しけけすゃっすしすゃっくくけ. 

〈させょけせしすさけっくけ くぇ おゃけすうさせっきにっ さぇぉけつうっ 
きっしすぇ 10 つっかけゃっお  (ゃ 2009 ゅけょせ 16 つっかけゃっお). 
¨おぇいぇくけ こさけそけさうっくすぇちうけくくけっ しけょっえしすゃうっ  
1411 おかうっくすぇき しかせあぉに いぇくはすけしすう, ゃ すけき つうしかっ 
814 あっくとうくぇき (1592 う  888). ╆ぇ  12 きっしはちっゃ 
2010 ゅけょぇ けそけさきかっくに くぇ ょけしさけつくせの こっくしうの 
63 つっかけゃっおぇ (ゃ こさけてかけき ゅけょせ – 37).

¨さゅぇくういけゃぇくに う こさけゃっょっくに  こはすぬ はさきぇさけお 
さぇぉけつうた う せつっぉくにた きっしす ょかは あうすっかっえ ゅけさけょぇ, ゃ 
おけすけさにた  こさうくはかう せつぇしすうっ  822 つっかけゃっおぇ (ゃ 2009 
しけけすゃっすしすゃっくくけ てっしすぬ はさきぇさけお, 744 つっかけゃっおぇ).

』うしかけ ゃぇおぇくすくにた きっしす くぇ おけくっち けすつひすくけゅけ こっ-
さうけょぇ  しけしすぇゃうかけ 178, くぇ おけくっち けすつひすくけゅけ こっさう-
けょぇ  2009 ゅけょぇ ぉにかけ  66. ╆ぇ  12 きっしはちっゃ 2010 
ゅけょぇ こさういくぇくに  ぉっいさぇぉけすくにきう  1380 つっかけゃっお, うい 
くうた  806 あっくとうく.  ‶け しけしすけはくうの くぇ 01.01.2011 
ゅけょぇ くぇ せつひすっ ゃ しかせあぉっ いぇくはすけしすう  しけしすけはかけ 564 
ぉっいさぇぉけすくにた, うい くうた  337 あっくとうく. 〉さけゃっくぬ  ぉっい-
さぇぉけすうちに しけしすぇゃかはっす 2,19% けす  つうしかっくくけしすう ねおけ-
くけきうつっしおう  ぇおすうゃくけゅけ くぇしっかっくうは (ゃ 2009 ゅけょせ しけ-
けすゃっすしすゃっくくけ 2281 ぉっいさぇぉけすくにえ, 1176 あっくとうく, 
くぇ おけくっち ょっおぇぉさは 2009 ゅけょぇ – 964 つっかけゃっおぇ, 515 
あっくとうく う せさけゃっくぬ  ぉっいさぇぉけすうちに – 3,72%). 』うし-
かっくくけしすぬ  ねおけくけきうつっしおう ぇおすうゃくけゅけ くぇしっかっくうは しけ-
しすぇゃかはっす 25,7 すにし. つっかけゃっお (99,2%).

┷┴┲┦┩┱╀ ┪┬┫┱┬ ┱┤┵┩┯┩┱┬╃

¨すさぇしかう

╆ぇさこかぇすぇ 
し くぇつぇかぇ 
ゅけょぇ 
(させぉ.)

╆ぇ 12 きっしはちっゃ 
2010 ゅ. ゃ こさけちっくす-
くけき けすくけてっくうう  お 
12 きっしはちぇき 2009 ゅ. 

╆ぇさこかぇすぇ 
いぇ ょっおぇぉさぬ 
2010 ゅ. 
(させぉ.)

╃っおぇぉさぬ 2010 ゅ. ゃ 
こさけちっくすくけき けすくけ-
てっくうう お ょっおぇぉさの
2009 ゅ.

]っかぬしおけっ たけいはえしすゃけ 19461 105,0 21091 122,6
╊っしくけっ たけいはえしすゃけ 18514 125,0 24311 116,3
╃けぉにつぇ こさけつうた こけかっいくにた うしおけ-
こぇっきにた 27409 118,1 30906 154,6

‶さけういゃけょしすゃけ こうとっゃにた こさけ-
ょせおすけゃ 16909 106,8 16841 105,7

‶さけういゃけょしすゃけ こさけつうた くっきっすぇかかう-
つっしおうた こさけょせおすけゃ 19681 111,6 22663 131,6

╋っすぇかかせさゅうつっしおけっ 
こさけういゃけょしすゃけ 23279 105,0 24636 103,7

‶さけういゃけょしすゃけ  ゅけすけゃにた きっすぇかかう-
つっしおうた ういょっかうえ 27831 108,0 31435 116,1

‶さけういゃけょしすゃけ きぇてうく う けぉけさせょけ-
ゃぇくうは 25376 129,8 35161 139,9

‶さけういゃけょしすゃけ ねかっおすさうつっしおうた きぇ-
てうく う けぉけさせょけゃぇくうは 18736 133,0 19948 100,2

¨ぉさぇぉけすおぇ ゃすけさうつくけゅけ しにさぬは 20902 122,6 23473 115,2
‶さけういゃけょしすゃけ, こっさっょぇつぇ う さぇし-
こさっょっかっくうっ ね/ねくっさゅうう, ゅぇいぇ, 
こぇさぇ, ゃけょに

17935 107,7 17038 91,0

]ぉけさ, けつうしすおぇ う さぇしこさっょっかっくうっ 
ゃけょに 18352 114,3 22097 123,7

]すさけうすっかぬしすゃけ 19956 123,4 32757 205,6
¨こすけゃぇは すけさゅけゃかは 10639 86,4 10432 79,5
《うくぇくしけゃけっ 
こけしさっょくうつっしすゃけ 35066 109,1 74890 112,9

¨こっさぇちうう し くっょゃうあうきにき うきせ-
とっしすゃけき 14462 109,3 36056 232,9

′ぇせつくにっ うししかっょけゃぇくうは う さぇい-
さぇぉけすおう 15936 110,6 ... …

╂けしせょぇさしすゃっくくけっ せこさぇゃかっくうっ う 
けぉっしこっつっくうっ ゃけっくくけえ ぉっいけこぇしくけ-
しすう う しけちうぇかぬくけっ けぉっしこっつっくうっ

17306 105,2 28670 152

¨ぉさぇいけゃぇくうっ 11502 97,8 13807 105,6
╆ょさぇゃけけたさぇくっくうっ う こさっょけしすぇゃかっ-
くうっ しけちうぇかぬくにた せしかせゅ 15135 93,3 17407 114,5

╃っはすっかぬくけしすぬ こけ けさゅぇくういぇちうう 
けすょにたぇ う さぇいゃかっつっくうえ, おせかぬすせさに 
う しこけさすぇ

12223 98,2 14407 112,3

‶け ゅけさけょせ 18591 107,3 22898 122,5
]さっょくはは いぇさこかぇすぇ こけ ゅけさけょせ いぇ  ょっおぇぉさぬ しけしすぇゃうかぇ 22898 させぉ., し くぇつぇかぇ ゅけょぇ – 18591.
‶さけしさけつっくくけえ いぇょけかあっくくけしすう こけ いぇさぇぉけすくけえ こかぇすっ こけ おさせこくにき う しさっょくうき こさっょこさうはすうはき こけ 

ゅけさけょせ くぇ 31 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ くっす.
╁っかうつうくぇ こさけあうすけつくけゅけ きうくうきせきぇ いぇ IV おゃぇさすぇか 2010 ゅけょぇ せすゃっさあょっくぇ こけしすぇくけゃかっくうっき  こさぇゃう-

すっかぬしすゃぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 20.09.10 ゅ. わ1360-‶‶ う しけしすぇゃうかぇ 5771 させぉ. くぇ ょせてせ くぇしっかっくうは, 
ゃ すけき つうしかっ ょかは すさせょけしこけしけぉくけゅけ くぇしっかっくうは – 6231 させぉ., こっくしうけくっさけゃ – 4543 させぉ., ょっすっえ – 5534 させぉ.

┨┩┰┲┧┴┤┸┬╃
』うしかっくくけしすぬ  くぇしっかっくうは こけ ╀╂¨ くぇ 1 はく-

ゃぇさは 2010 ゅけょぇ しけしすぇゃうかぇ 66973 つっかけゃっ-
おぇ, ゃ すけき つうしかっ  ゅけさけょしおけっ くぇしっかっくうっ – 
49492, しっかぬしおけっ – 17481 つっかけゃっお.

╁  2010 ゅけょせ  さけょうかけしぬ 1047 つっかけ-
ゃっお,  ぇ ゃ  2009-き – 960. 〉きっさかけ ゃ こさけ-
てかけき ゅけょせ  928 つっかけゃっお, ゃ 2009-き – 949 
つっかけゃっお.

╆ぇ 12 きっしはちっゃ 2010 ゅけょぇ ゃしすせこうかう ゃ ぉさぇお 
659 こぇさ,  いぇ  2009 ゅけょ – 679. [ぇいゃっかけしぬ  しけ-
けすゃっすしすゃっくくけ 359 う 367 こぇさ.   

╉けかうつっしすゃけ さけょうゃてうたしは うい ゅけょぇ ゃ ゅけょ せゃっ-
かうつうゃぇっすしは, おけかうつっしすゃけ しきっさすっえ しくうあぇっすしは. 
╉けかうつっしすゃけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくくにた ぉさぇおけゃ いぇ 
こけしかっょくうっ すさう ゅけょぇ しけしすぇゃうかけ 609, 679, 659, 
ぇ おけかうつっしすゃけ さぇいゃけょけゃ – 343, 367, 359.



• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿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.
[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «》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.

[╄╉╊┿╋┿

• ′はくは けす 35 かっす, こ. ╋けくっすくにえ. 
8-963-85-12-256.

[╄╉╊┿╋┿

• ]おかぇょしおけきせ おけきこかっおしせ «[っしせさし» 
すさっぉせっすしは きっくっょあっさ こけ ぇさっくょっ 

(あっく., 22-40 かっす), い/こ 30 す.さ., くぇかう-
つうっ か/ぇ, け/さ し おけき. くっょゃうあうきけしすぬの 
けぉはいぇすっかっく. 8-912-24-42-777.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお ぉっい ゃ/こ ゃ おせいくうちせ, こ. 
╋けくっすくにえ, い/こ しょっかぬくぇは けす 20 す.さ. 
8-904-38-31-079. ]さけつくけ!

[╄╉╊┿╋┿

• ╉せいくっち ぉっい ゃ/こ ゃ おせいくうちせ, こ. 
╋けくっすくにえ, い/こ しょっかぬくぇは けす 25 す.さ. 
8-904-38-31-079. ]さけつくけ!

[╄╉╊┿╋┿

• ]かっしぇさぬ-ねかっおすさけきったぇくうお 

ょかは さっきけくすぇ う けぉしかせあうゃぇくうは こけょな-
っきくけえ すったくうおう. 8-912-27-00-553.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊うちっくいうさけゃぇくくにっ けたさぇくくうおう. 
8-952-73-73-835, 8-950-19-35-605.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお (きせあつうくぇ), ゃにしけ-
おぇは い/こ, しけちこぇおっす. 8-953-04-26-441.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの しさけつくけ すさっぉせっす-
しは ねかっおすさうお くぇ こけかくにえ さぇぉけつうえ 
ょっくぬ, い/こ 15 す.さ. 4-59-68.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «╄». 8-905-80-15-
034.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ けこす. こさけょぇあ し け/さ, 
い/こ けす 20 す.さ. 8-922-13-04-545.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ¨そうし, ちっくすさ. 8-922-20-14-335.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨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., 34 き2, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 18. 
8-904-98-69-702.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 12, 
3/5, 33 き2. 『. 1600 す.さ. 8-908-92-56-
995.

[╄╉╊┿╋┿

• 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. ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, 12 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ. 8-908-
63-23-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい, こっさっゅくけえ. ╃け-
しすぇゃおぇ. ′ういおうっ ちっくに. 8-905-
80-15-034.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき ょゃっさう ょかは ぉぇくう. 
8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ こけ かっしすくうちぇき. 8-963-

03-59-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇくう こけょ おかのつ. 8-952-72-72-906.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす ょゃうゅぇすっかっえ, たけょけゃけえ 

«╁┿╆», «╂┿╆». [っきけくす さぇき, ぉけさ-
すけゃ, そせさゅけくけゃ. ]ゃぇさおぇ ゅさせい. ぇ/き. 
8-922-19-53-896.

[╄╉╊┿╋┿

• ぃさ. せしかせゅう. 8-922-20-14-335.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈ぇきぇょぇ こさけゃっょっす のぉうかっう, しゃぇょぬ-
ぉに. 8-905-80-79-407.

[╄╉╊┿╋┿

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.

• 《ぇくっさぇ ゃ さけいくうちせ こけ けこす. 
ちっくぇき う ょさ. しすさけえきぇすっさうぇかに. 
╃けしすぇゃおぇ. 8-922-16-45-507.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけおさぇくに, 20 す 22 き, 16 す 18 き. 
]ぇきけしゃぇかに. 8-922-12-40-606.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかうすくにっ しぇきおう おさけかうおけゃ. 

8-908-63-38-599.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けいかうおう いぇぇくっくしおうっ, 2 きっし. 
8-912-23-59-980.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿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

〉すっさう

17 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊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
• ぁおしおぇゃぇすけさ ぃ╋╆ 2621, 1994 

ゅ.ゃ. 『. 160 す.さ. 8-922-61-02-595.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 11 きぇさすぇ くぇ ]けゃっすしおけき こけし. 
せすっさはくぇ ぉぇさしっすおぇ し ょけおせきっくすぇきう 
くぇ うきは ╇しきけうかけゃぇ ╇. ╋. 
╁けいくぇゅさぇあょっくうっ. 8-953-60-57-992.

[╄╉╊┿╋┿



15ÂÀÊÀÍÑÈÈ, ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
17 ìàðòà

2011 ãîäà

ザ┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ 

"Ëèäåð ïëþñ"
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒:

• ┏┅┊─┐┟
• ┊┎┍┄┈┒┅┐─

┎┏┄┃┍┐┑〞━┊┞┄┑┐┞ 
┍─┘┄┅┇┑┇┄

8-904-54-00-035

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

]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 

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶╄[╄〈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

『》〉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

[╄╉╊┿╋┿

«ぴñäöñë ごÖöñëÖíîóÜÖí¿á» äëóÇ¿íüíñö ゑíï ¡ ïÜöëÜÑÖóôñïöçÜ!

とí¡ £íëíßÜöíöá?
とí¡ ïöíöá ÜïäñüÖ▲½?
ぴñäöñë £Öíñö ëñüñÖóñ!

8-922-22-75-274
ç ëíßÜôóñ ÑÖó ï 10-00 ÑÜ 16-00 [╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぞíÜôÖÜ-äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜ½Ü äëñÑäëó　öó0 öëñßÜñöï　 

ÝËÅÊÒÐÈÊ
(343) 383-11-18, 383-44-89
╀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

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶さうゅかぇてぇっき お くぇき くぇ しおかぇょ! 
とÜÖöëÜ¿ñë▲ — äëÜ¡¿ñúàó¡ó
どñä¿▲ú ï¡¿íÑ! ゐñ£ äñëñÖÜïí ÇëÜ£Üç! 

(Üä▲ö ëíßÜö▲: ï¡¿íÑ, ½íÇí£óÖ)

だäñëíöÜë ぢと
(Üä▲ö ëíßÜö▲, 1で 7.7)

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

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

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

ばï¿Üçó　:
げ/ä: Ü¡¿íÑ + äëñ½ó　 ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ. ゑ▲ïÜ¡óú ïÜçÜ¡ÜäÖ▲ú ÑÜêÜÑ. 
ゑïñ äñëñëíßÜö¡ó Üä¿íôóçí0öï　. 
ゐñïä¿íöÖÜñ äóöíÖóñ (ÇÜë　ôóú ÜßñÑ)!
ゐñïä¿íöÖí　 ÑÜïöíç¡í (öÜÑí ó ÜßëíöÖÜ): ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, ゐñëñ£Üçï¡óú.
ゎëíâó¡ ëíßÜö▲: 
2 ï½ñÖ▲ ç  ÑñÖá (ï 9.00 — 20.00) + 2 ï½ñÖ▲ ç ÖÜôá (ï 21 — 8.00) 
2 ç▲êÜÑÖ▲ê + çÜï¡ëñïñÖáñ çïñÇÑí ç▲êÜÑÖÜú ÑñÖá.
だâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ ïÜî. äí¡ñö äÜ どと づぱ.

ぜñïöÜ ëíßÜö▲: 
ä. でíÑÜç▲ú, で¡¿íÑï¡Üú ¡Ü½ä¿ñ¡ï «ずÜÇÜäíë¡» 
とんと ぢづだぎびんどぽ と ぞんぜ: Öí íçö. ヽ56 Üö. Üïö. «ぜñöëÜ ばëí¿½íü» ÑÜ 
Üïö. «とóëäóôÖ▲ú £íçÜÑ», Öíúöó — だぢどどぎびぜんづとぎど.

8-982-62-37-390, 8 (343) 383-10-75 (おそい. 552)
(ぎ¡íöñëóÖí ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçÖí)

[╄╉╊┿╋┿

とÜ¿¿ñ¡öóç だだだ ぞぢぢ «ゎんぜぜんぜぎど»
ç▲ëí¢íñö óï¡ëñÖÖññ ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖóñ 

Öíôí¿áÖó¡Ü ÜöÑñ¿í «Äぜご ó ぜ» 
げñ¿ñÖóÖÜ ゑó¡öÜëÜ ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçóôÜ 

ó ïöíëüñ½Ü óÖ¢ñÖñëÜ-¿íßÜëíÖöÜ 
ごêïíÖÜçÜú ず0Ñ½ó¿ñ ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçÖñ 

ç ïç　£ó ïÜ ï½ñëöá0 óê ½íöñëó 
′かしかせけせそこ 〈あちけけ ¨そつけなそうせふ

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

╉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
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, ]‶¨ わ82 «╁うてっくおぇ», せつぇしすけお わ5
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.

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ╉せいくっちけゃぇ [ぇうしぇ ╀けさうしけゃくぇ, こさけあうゃぇのとぇは 
こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]きうさくけゃぇ, 18┿, おゃ. 82, すっかっそけく 8-922-60-60-952.

]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: 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 

18 ぇこさっかは 2011 ゅ. ゃ 11 つ. 30 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: 
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.
╁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 17 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ 
こけ 18 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, せ ]‶¨ わ128 «╁うてっくおぇ», せつぇしすけお わ4 おぇょぇしすさけゃにえ 
わ66:35:0221003:2, ゅかぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ╀╂¨, ╋うくうしすっさしすゃけ こさうさけょくにた さっしせさしけゃ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, すっささうすけさうぇかぬくけっ せこさぇゃかっくうっ [けししうきせとっしすゃぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう おぇょぇしすさけゃにえ わ66:35:0000000:42

‶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.
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╁ いぇゅけさけょくにえ おかせぉ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ 

すさっぉせのすしは: 

• ïîâàð
• ïîñóäîìîéùèöà

8-904-38-86-104
îìîéùèöàîìîéùèöà
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╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,

[╄【╄〈╉╇, 
╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651

 8-904-38-38-387

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

Ñäàþ 1-êîìí.
êâàðòèðó

8-902-27-29-308

8-919-36-78-112
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ダ┏┍┃〞┝ ┐┑┄┌┉┒ 
─/┒, ┌┄┃┍┏┍│┍

8-903-08-19-392
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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).

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

╋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 66057 〈うさぇあ 3780. ̈ 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”.

[╄╉╊┿╋┿

[╄╉╊┿╋┿ ]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!

8-952-73-22-122
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- でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 2,5 ½ñï　îí
- がÜïöÜäÖ▲ñ îñÖ▲ Üö 15 ÑÜ 20 ö.ë.
- ぢÜ~öíäÖí　 Üä¿íöí, ëíïïëÜô¡í ä¿íöñ¢í
- でçÜ　 ä¿ÜàíÑ¡í ÜôñßÖÜú ñ£Ñ▲
- だßÜôñÖóñ çÜ¢ÑñÖó0 ç ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 ゑんで çëñ½　
- ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ ¡í¢ÑÜ½Ü ÜßÜôíñ½Ü½Ü
- ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 óÖÑóçóÑÜí¿áÖí　 äÜÑÇÜöÜç¡í

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ

8-902-26-24-513 づぎとずんぜん

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

(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ)

!

だだだ ぞぢぢ "ゎんぜぜんぜぎど" でづだぶぞだ どづぎゐばぎどでé
』╆《『ぅ¨[ ゅ]╊[【『¨ぁ╊』[¨｠ 

〈╅ぃ¨〉 ¨ ╅》》╅『╅【《╇
½Ü¢ôóÖí Üö 18 ÑÜ 35 ¿ñö, ÜßÜôñÖóñ Öí ½ñïöñ

8 (343) 383-11-49, 4-68-00
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こけし. ╋けくっすくにえ し 10-00 ょけ 12-00
こけし. ╊けしうくにえ し 13-00 ょけ 14-00
こけし. ╉かのつっゃしお し 15-00 ょけ 16-00

23 ìàðòà
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