
‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 20 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき 0-2, くけつぬの -9-11
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 753 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 21 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき 0+2, くけつぬの -7-9
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 750 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 22 きぇさすぇ
‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
ょくひき +1+3, くけつぬの -7-9
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 748 きき さす.しす.
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┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

¨╀】╇╋ せおさぇてっくうっき ょかは ゃしった ょけきけゃ ゃ こけしひかおっ ¨おすはぉさぬしおけき しすぇかう  すさっとう-
くに. ¨くう ゃしのょせ: くぇ しすっくぇた, こけすけかおぇた, こっつぇた. ぁすけ けすくのょぬ くっ ょういぇえくっさしおぇは 

くぇたけょおぇ, ぇ こけしかっょしすゃうは くっこさっおさぇとぇのとうたしは ゃいさにゃけゃ くぇ こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ 
┿ょせえ», おけすけさにえ くぇたけょうすしは ゃ こはすう おうかけきっすさぇた けす くぇしっかひくくけゅけ こせくおすぇ.

╃¨╋┿ [┿]‶┿╃┿ぃ〈]ぅ ‶¨ 【╁┿╋…
╅うすっかう ¨おすはぉさぬしおけゅけ, ゃけいきけあくけ う せあう-

かうしぬ ぉに し ぉっしこけおけえくにきう しけしっょはきう, うた すぇく-
おぇきう う きぇてうくぇきう し ぉけっこさうこぇしぇきう, ょぇあっ し 
«すさけそっはきう», さぇしおうょぇくくにきう こけしかっ しすさっかぬぉ 
こけ ゃしっきせ かっしせ. ′け おけゅょぇ さけょくぇは ぇさきうは せくうつ-
すけあぇっす くぇあうすけっ ゅけょぇきう うきせとっしすゃけ, きう-
さうすぬしは し ねすうき くっゃけいきけあくけ. 

′っ すぇお ょぇゃくけ あうすっかう ╀っさひいけゃしおけゅけ すけあっ 
こけょこさにゅうゃぇかう くぇ ょうゃぇくぇた こけしかっ ゅさけきに-
たぇくうは しくぇさはょけゃ. ╉ しけあぇかっくうの, いぇすうてぬっ ゃ 
ゅけさけょっ くっ さぇしこさけしすさぇくうかけしぬ くぇ ぉかういおうっ お 
こけかうゅけくせ くぇしっかひくくにっ こせくおすに. ╁ ¨おすはぉさぬ-
しおけき こさぇおすうつっしおう おぇあょにえ ゃっつっさ こさっょきっすに, 
くっ こさうおけかけつっくくにっ お こけかせ,  こさけはゃかはのす くっ-
しゃけえしすゃっくくせの うき ぇおすうゃくけしすぬ: ょゃうゅぇのすしは, 
こさにゅぇのす, こぇょぇのす. ¨あうゃかはっす ゃしひ, けぉにつくけ 
くっこけょゃうあくけっ うきせとっしすゃけ, ょさけあぬ いっきかう, うし-
たけょはとぇは し こけかうゅけくぇ, ゅょっ せすうかういうさせのす せしすぇ-
さっゃてうっ ぉけっこさうこぇしに. 

╁ こけしっかおけゃけき きぇゅぇいうくっ ゃっつっさぇきう «すぇく-
ちせっす» たけかけょうかぬくうお し くぇこうすおぇきう. ‶さけょぇゃっち 

¨かぬゅぇ ]ぇゃうくけゃぇ すっこっさぬ ぉけうすしは しうょっすぬ さは-
ょけき し さぇいぉせてっゃぇゃてっえしは すったくうおけえ: 

– ¨く くぇ 20 しぇくすうきっすさけゃ けすおかけくはっすしは ゃ 
しすけさけくせ, っしかう せこぇょひす – さぇいけぉぬひす っとひ ょゃぇ 
たけかけょうかぬくうおぇ し きけさけあっくにき う こけかせそぇぉさう-
おぇすぇきう. ╋けう おけかかっゅう ゃ ╉っょさけゃおっ すけあっ たゃぇ-
すぇのすしは いぇ こさうかぇゃけお ゃけ ゃさっきは ゃいさにゃけゃ, すぇお 
つすけ しすさぇょぇっき くっ すけかぬおけ きに. 

′け いょってくうき あうすっかはき «こけゃっいかけ» ぉけかぬてっ, 
ぉかぇゅけょぇさは かぇくょてぇそすせ けくう きけゅせす くっ すけかぬおけ 
しかにてぇすぬ, くけ う ゃうょっすぬ おぇさすうくに こけはゃかっくうは 
つひさくにた «ゅさうぉけゃ» こけしかっ ゃいさにゃけゃ う おさぇしくけっ 
いぇさっゃけ くぇ ゅけさういけくすっ. 

¨おすはぉさぬちに あぇかせのすしは, つすけ おぇつっしすゃけ 
ゃけょに ゃ しおゃぇあうくぇた せたせょてうかけしぬ, こけはゃう-
かぇしぬ ゅかうくぇ. ╁ ねすけき けくう すけあっ ゃうくはす ゃけ-
っくくにた. ╁ つぇしすくにた ょけきぇた ゃきっしすっ しけ てすせおぇ-
すせさおけえ けしにこぇのすしは こっつくにっ すさせぉに, ぇ うい-いぇ 
こけゃさっあょっくうは しかけは せすっこかうすっかは いぇきっすくけ 
たけかけょぇっす. 

╆ぇ しけたさぇくくけしすぬ しゃけっゅけ あうかうとぇ ぉっしこけおけ-
はすしは あうすっかう ょっさっゃはくくにた ぉぇさぇおけゃ: 

– ╇い けおけく ゃっしぬ せすっこかうすっかぬ ゃにゃぇかうかしは, ぇ 
くにくつっ いうきけえ こさうたけあせ ょけきけえ, つせゃしすゃせの – 
たけかけょくけ. ┿ ねすけ せ きっくは そけさすけつおぇ すさっしくせかぇ, 
– あぇかせっすしは こけつすぇかぬけく ′っかかう 《ひょけさけゃくぇ. – 
╄とひ う すさっとうくぇ ゃ ょゃぇ こぇかぬちぇ こけはゃうかぇしぬ.

〈さっとうくに ぇすぇおせのす くっ すけかぬおけ しすぇさにっ 
ょけきぇ. ╉けすすっょあ ╊っけくうょぇ 》せょはおけゃぇ, おさっこおけ 
«しすけはとうえ くぇ くけゅぇた», すけあっ くっ ゃにょっさあぇか 
くぇすうしおぇ ゃけっくくにた. ‶せゅぇのとうっ さぇしとっかうくに 
こけはゃうかうしぬ こけ ゃしっきせ ょけきせ: けゅさけきくぇは すさっ-
とうくぇ くぇ ゃっしぬ こけすけかけお ゃ けょくけえ うい おけきくぇす, 
ういせさけょけゃぇくくにっ しすっくに, つすけ しぇきけっ しすさぇて-
くけっ – ょぇあっ くっしせとうっ. ╊っけくうょ ╇かぬうつ けさゅぇ-
くういけゃぇか しぉけさ こけょこうしっえ う くぇこさぇゃうか こさけ-
すっしす くぇ うきは ゅせぉっさくぇすけさぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう. ╉さけきっ すけゅけ, あうすっかう けぉさぇとぇかうしぬ 
ゃ ゃけっくくせの こさけおせさぇすせさせ, ちっくすさぇかぬくにえ ゃけ-
っくくにえ けおさせゅ – けすけゃしのょせ けくう こけかせつぇのす けす-
こうしおう し こさうきっさくけ けょうくぇおけゃにき しけょっさあぇ-
くうっき. ╁ ょっこぇさすぇきっくすっ ぇょきうくうしすさぇすうゃくにた 
けさゅぇくけゃ ゅせぉっさくぇすけさぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう っとひ ゃ はくゃぇさっ こけけぉっとぇかう «さってうすぬ 
ゃけこさけし けぉ ういきっくっくうう きっしすぇ こさけゃっょっくうは 
ゃいさにゃくにた さぇぉけす». ]っえつぇし きに あょひき けすゃっす 
くぇ くぇて けそうちうぇかぬくにえ いぇこさけし け おけ-
くっつくけき さっいせかぬすぇすっ. 3
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╃っこせすぇすに  ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ う 

]っさゅっえ ╇かぬうくにた こけょぇかう いぇはゃ-
かっくうは ゃ ╃せきせ ╀╂¨ け ょけしさけつくけき 
こさっおさぇとっくうう しゃけうた こけかくけきけつうえ. 
‶さうつうくぇ すけきせ しっさぬひいくぇは – こっさっ-
たけょ くぇ きせくうちうこぇかぬくせの しかせあぉせ. ′っ 
しっおさっす, つすけ けぉぇ くぇさけょくにた ういぉさぇく-
くうおぇ くぇつうくぇのす さぇぉけすぇすぬ いぇきっ-
しすうすっかはきう ゅかぇゃに ╀╂¨, ぇ こけ そっょっ-
さぇかぬくけきせ いぇおけくせ う 〉しすぇゃせ くぇてっゅけ 
けおさせゅぇ ょっこせすぇすに くっ きけゅせす しけゃきっ-
とぇすぬ すぇおうっ こけかくけきけつうは し ょけかあくけ-
しすはきう きせくうちうこぇかぬくけえ しかせあぉに. 

‶さけすうゃ けすしすぇゃおう くぇ こさけてっょ-
てっき ゃ つっすゃっさゅ いぇしっょぇくうう ╃せきに 

こさけゅけかけしけゃぇか ╁. ╂せょけゃ. ╁かぇょうきうさ 
]っきひくけゃうつ ゃにさぇいうか しけあぇかっくうは 
こけ こけゃけょせ こさけとぇくうは し ょゃせきは すけ-
ゃぇさうとぇきう, くけ ょけぉさけゅけ しかけゃぇ «くぇ 
ょけさけあおせ» うき くっ ゃにしおぇいぇか. ╆ぇすけ 
けしすぇかぬくにっ ょっこせすぇすに こけしかっ ゃさせつっ-
くうは ╄. ‶うしちけゃせ う ]. ╇かぬうくにた ぉかぇ-
ゅけょぇさしすゃっくくにた こうしっき う こけょぇさおけゃ 
いぇ せしこってくせの ょっはすっかぬくけしすぬ ゃ すっつっ-
くうっ ょゃせた し こけかけゃうくけえ かっす ゃ こけしすけ-
はくくけえ おけきうししうう こけ ねおけかけゅうう, ╅╉》 
う すさぇくしこけさすせ  ょぇかう こけしかっょくうえ くぇ-
おぇい: こさうくっしすう くぇ くけゃけき きっしすっ っとひ 
ぉけかぬてっ こけかぬいに ゅけさけょせ, けこさぇゃょぇゃ 
ねすうき ょけゃっさうっ ういぉうさぇすっかっえ. 

╉〉╊を〈〉[┿
┬┱┶┩┴┦╀╂ ┨┤┨┷┶ ┳┴┩┨┳┴┬┱┬┰┤┶┩┯┬

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
‶っさゃにえ ねすぇこ しこかけてくけゅけ そっ-

ょっさぇかぬくけゅけ しすぇすうしすうつっしおけゅけ 
くぇぉかのょっくうは いぇ ょっはすっかぬくけしすぬの 
しせぉなっおすけゃ きぇかけゅけ う しさっょくっゅけ 
こさっょこさうくうきぇすっかぬしすゃぇ いぇゃっさてぇ-
っすしは こっさゃけゅけ ぇこさっかは, ぇ こけしかっ こけ 
ぇょさっしぇき しけぉうさぇすぬ しゃっょっくうは こけえ-
ょせす うくすっさゃぬのっさに. ╉ぇお しけけぉとう-
かう くぇき ゃ ゅけさけすょっかっ しすぇすうしすうおう, 
けおけかけ 160 おけくゃっさすけゃ し ゃけこさけ-

しぇきう, けすこさぇゃかっくくにた こさっょこさう-
くうきぇすっかはき, ゃっさくせかうしぬ けぉさぇすくけ. 
ぁすうた ╇‶ う きぇかにっ こさっょこさうはすうは 
う ぉせょせす さぇいにしおうゃぇすぬ. ¨しすぇかぬ-
くにた せつぇしすくうおけゃ ねおけくけきうつっしおけえ 
こっさっこうしう あょせす ゃ けすょっかっ しすぇ-
すうしすうおう, いぇこけかくっくくにっ そけさきに 
しすぇすょぇくくにた きけあくけ けすこさぇゃうすぬ 
う ゃ ねかっおすさけくくけき ゃうょっ くぇ ぇょさっし 
stat@ersds.e-burg.ru.
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ÊÒÎ ÃËÀÂÍÛÉ Â ÆÊÕ?
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
15 きぇさすぇ きっあょせくぇさけょくぇは けぉとっしすゃっくくけしすぬ  けすきっ-

つぇかぇ ╁しっきうさくにえ ょっくぬ いぇとうすに こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ. 
′にくつっ けく こさけてひか こけょ ょっゃういけき «‶けすさっぉうすっかう いぇ 
つっしすくにっ そうくぇくしけゃにっ せしかせゅう». ╁ ╀っさひいけゃしおけき 〈¨ 
せこさぇゃかっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ ゃけ ゃすけさくうお さぇぉけ-
すぇかぇ «ゅけさはつぇは かうくうは» こけ いぇとうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっ-
かっえ. ╂けさけあぇくっ こけ すっかっそけくせ いぇょぇゃぇかう ゃけこさけしに こけ 
くぇつうしかっくうの けこかぇすに いぇ おけききせくぇかぬくにっ せしかせゅう, しけ-
ょっさあぇくうっ あうかぬは, こけ すぇさうそぇき くぇ すっこかけしくぇぉあっくうっ, 
おぇつっしすゃせ こさけょけゃけかぬしすゃっくくにた すけゃぇさけゃ ゃ きぇゅぇいうくぇた 
╀╂¨, こさぇゃぇき こけすさっぉうすっかは こさう こさうけぉさっすっくうう くっおぇ-
つっしすゃっくくけゅけ すけゃぇさぇ.

╉さけきっ すけゅけ, しこっちうぇかうしすに こさけゃっかう かっおちうう ょかは 
しすぇさてっおかぇししくうおけゃ くぇ すっきせ «¨ぉとうっ ゃけこさけしに いぇおけくけ-
ょぇすっかぬしすゃぇ け いぇとうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ». ┿ っとひ, け 
つひき いぇさぇくっっ しけけぉとぇか ╀[, こさけてひか おけくおせさし しさっょう あう-
すっかっえ けおさせゅぇ くぇ かせつてっっ いくぇくうっ いぇおけくぇ [《 «¨ いぇとう-
すっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ» こけょ ょっゃういけき «‶けすさっぉうすっかぬ – 
ゅかぇゃくにえ ゃ しうしすっきっ ╅╉》». ‶けぉっょうすっかっき っゅけ しすぇかぇ  ╊. 
‶けかはおけゃぇ, くぇぉさぇゃてぇは くぇうぉけかぬてっっ おけかうつっしすゃけ ぉぇか-
かけゃ. ¨くぇ けすゃっすうかぇ くぇ ゃけこさけしに こさっょかけあっくくけえ ぇくおっ-
すに, ぇ すぇおあっ くぇうぉけかっっ こけかくけ う うくすっさっしくけ ゃにこけかくうかぇ 
すゃけさつっしおけっ いぇょぇくうっ. ╊のょきうかっ ╂っくくぇょぬっゃくっ ゃさせつうかう  
ちっくくにえ こさうい う こぇきはすくにえ こけょぇさけお. 

┲┵┶┲┴┲┪┱┲, ┳┩┼┩┹┲┨
C 14 こけ 20 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ しけ-

すさせょくうおう ╀っさひいけゃしおけえ ╂╇╀╃╃ こさう-
くうきぇのす せつぇしすうっ ゃ こさけそうかぇおすう-
つっしおけき きっさけこさうはすうう «‶ってったけょ, 
こってったけょくにえ こっさったけょ», くぇこさぇゃかっく-
くけき くぇ しくうあっくうっ おけかうつっしすゃぇ くぇ-
っいょけゃ くぇ こってったけょけゃ, こけゃにてっくうっ 
ゃくうきぇくうは う おせかぬすせさに こけゃっょっくうは ゃけ-
ょうすっかっえ ぇゃすけすさぇくしこけさすぇ.

] 1 はくゃぇさは こけ 14 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ 
くぇ すっささうすけさうう ╀っさひいけゃしおけゅけ ╂¨ いぇ-
さっゅうしすさうさけゃぇくけ こはすぬ ╃〈‶ し せつぇしすう-
っき こってったけょけゃ, ゃ さっいせかぬすぇすっ おけすけさにた 
つっすにさっ つっかけゃっおぇ こけかせつうかう すさぇゃきに 
さぇいかうつくけえ しすっこっくう すはあっしすう, けょうく – 
こけゅうぉ. ╇い こはすう ╃〈‶ ょゃぇ こさけういけてかけ し 
せつぇしすうっき ょっすっえ-こってったけょけゃ.

╁ ちっかはた こさけゃっょっくうは ╃くは ぉっしこかぇすくけえ のさうょうつっしおけえ こけきけとう ゃ [けししうう ╀っさひいけゃ-
しおうき きっしすくにき けすょっかっくうっき ][¨¨¨¨ «┿ししけちうぇちうは のさうしすけゃ [けししうう» 23 きぇさすぇ 
2011 ゅけょぇ し 09.00 ょけ 18.00 つぇしけゃ ゃ ぇおすけゃけき いぇかっ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ぉせょっす こさけゃけょうすぬしは ょっくぬ けすおさにすにた ょゃっさっえ. ‶さうゅかぇてぇの 
ゃしった あっかぇのとうた ょかは こけかせつっくうは ぉっしこかぇすくにた のさうょうつっしおうた おけくしせかぬすぇちうえ.  

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

╆¨╊¨〈｠╄ [¨]]｠‶╇ 〈┿╊┿′〈¨╁ 
¨ぉとっゅけさけょしおけえ そっしすうゃぇかぬ-おけくおせさし «╆けかけすにっ さけししにこう» こさけたけょうす ゃ 

ねすう ょくう ゃ ╀っさひいけゃしおけき. 19 う 20 きぇさすぇ かせつてうっ ゃけしこうすぇくくうおう ぉっさひいけゃ-
しおうた ておけか うしおせししすゃ こけおぇいにゃぇのす しゃけう ょけしすうあっくうは ゃ ╃【╇ わ1. ╅のさう 
けこさっょっかうす かせつてうた うくしすさせきっくすぇかぬくにた うしこけかくうすっかっえ, すぇくちけゃとうおけゃ, ゃけ-
おぇかうしすけゃ, たせょけあくうおけゃ, ぇ すぇおあっ けちっくうす こさっょしすぇゃうすっかっえ すっぇすさぇかぬくけゅけ 
う ょっおけさぇすうゃくけ-こさうおかぇょくけゅけ うしおせししすゃぇ. ╊せつてうっ くけきっさぇ そっしすうゃぇかは-おけく-
おせさしぇ ゃに しきけあっすっ せゃうょっすぬ くぇ ゅぇかぇ-おけくちっさすっ, おけすけさにえ しけしすけうすしは 20 きぇさ-
すぇ ゃ 15.00 ゃ ておけかっ うしおせししすゃ わ1. 

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

╂╄[¨╈ ╃′ぅ

╀っい しけきくっくうは, くけゃけしすぬ, おけすけさぇは しっえつぇし せ ゃしった せさぇかぬちっゃ 
くぇ しかせたせ – けすしすぇゃおぇ ゃうちっ-こさっきぬっさぇ ‶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 ╁はつっしかぇゃぇ ╀さけいけゃしおけゅけ. ′ぇこけきくうき, つすけ 
っとひ こさけてかけえ けしっくぬの ╁はつっしかぇゃ ‶うせしけゃうつ ょけしさけつくけ けしすぇゃうか 
おさっしかけ きねさぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ う こっさっぉさぇかしは ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅ ょかは 
くぇかぇあうゃぇくうは きけしすけゃ きっあょせ こさぇゃうすっかぬしすゃけき う すっささうすけさうぇかぬ-
くにきう けさゅぇくぇきう ゃかぇしすう. ╄ゅけ こけかうすうつっしおせの おぇさぬっさせ, こけいうちうの 
う せぉっあょっくうは ゃしっ けちっくうゃぇのす こけ-さぇいくけきせ: っしすぬ すっ, おすけ たゃぇかはす 

う ゃけしたうとぇのすしは, う っしすぬ すぇおうっ, おすけ たぇのす. ╁こさけつっき, ゃしっゅょぇ う せ 
ゃしった っしすぬ ゃさぇゅう う ょけぉさけあっかぇすっかう. ′け しぇき そぇおす, つすけ けょうく うい 
すぇおうた きけしすけゃ させたくせか, くっ ゃにょっさあぇゃ こさっょゃにぉけさくけえ «こかはしおう» 
こっさゃけせさぇかぬちっゃ, けしすぇひすしは そぇおすけき. 】っこおう かっすはす, くけ ゅかぇゃくけっ, 
つすけ くうおけゅけ くっ しくっしかけ せょぇさくけえ ゃけかくけえ. ╃せきぇの, くぇょ こさうつうくぇ-
きう せたけょぇ おぇあょにえ つうすぇすっかぬ こけさぇいきにしかうす しぇき. ]っえつぇし, おけゅょぇ 
╁はつっしかぇゃ ╀さけいけゃしおうえ ゃっさくせかしは ゃ さけょくけえ ╀っさひいけゃしおうえ, っしすぬ 
ゃさっきは こさけぇくぇかういうさけゃぇすぬ う けすょにてぇすぬしは…

«ぅ くぇょっはかしは, つすけ けすしすぇゃおせ こさうきせす う けつっくぬ こっ-
さっあうゃぇか, っしかう きくっ けすおぇあせす».

╅うすっかう ╀っさひいけゃしおけゅけ う ′╀‶ きけゅせす 
せゃうょっすぬ うくすっさゃぬの し ╁.‶. ╀さけいけゃしおうき 
ゃ ねそうさっ おぇぉっかぬくけゅけ おぇくぇかぇ «╁っお すっ-
かっゃうょっくうは» こけしかっ くけゃけしすっえ ゃ 8:00, 
13:00, 18:00, 20:30 う 23:00 ゃ ねすう しせぉ-
ぉけすせ う ゃけしおさっしっくぬっ.

– ╁はつっしかぇゃ ‶うせしけゃうつ, つすけ こけぉせょうかけ 
ゃぇし こさけしうすぬ けすしすぇゃおう?

– 〉 きっくは ぉにかう つひすおうっ いぇょぇつう こけ さぇぉけすっ 
し きねさぇきう. ╁ すけき つうしかっ, しすけはかう おけくおさっすくにっ 
いぇょぇつう, つすけぉに うしこさぇゃうすぬ しうすせぇちうの ゃ ‶っさ-
ゃけせさぇかぬしおっ. ぅ うしおさっくくっ ゃっさうか, つすけ こっさゃけ-
せさぇかぬちっゃ こけかせつうすしは せぉっょうすぬ, ょけしすせつぇすぬしは 
ょけ せきけゃ, くけ くぇてう けここけくっくすに ょけしすせつぇかうしぬ 
ょけ しっさょっち. ╁ けつっさっょくけえ さぇい は ょけぉさにき しかけ-
ゃけき ゃしこけきくうか ╀っさひいけゃしおうえ, こけすけきせ 
つすけ くぇしすけかぬおけ すはあひかけゅけ ゅけさけょぇ, おぇお 
‶っさゃけせさぇかぬしお, ゃ こかぇくっ うくすさうゅ, ぉけさぬ-
ぉに いぇ ゃかぇしすぬ は くっ ゃうょっか せあっ ょぇゃくけ. ╁しっ ょさせゅ 
ょさせゅぇ こけょけいさっゃぇのす, ゃしすさっつぇのすしは ゅさせここぇきう, 
くうつっゅけ くっ ゅけゃけさはす こさはきけ… ぁすけ こさぇゃょぇ. ぅ くっ 
ゅけすけゃうかしは せたけょうすぬ, せ きっくは ぉにかう くぇさぇぉけす-
おう くぇ くっしおけかぬおけ かっす ゃこっさひょ, は ょけかあっく ぉにか 
ったぇすぬ ゃ ′うあくうえ 〈ぇゅうか, さぇぉけすぇすぬ すぇき し ゅさせこ-
こぇきう ゃかうはくうは. ′け けしきにしかうゃ, つすけ おさっしかけ つう-
くけゃくうおぇ きくっ くっ くぇしすけかぬおけ うくすっさっしくけ, は こさう-
くはか さってっくうっ う けぉけしくけゃぇか っゅけ ┿かっおしぇくょさせ 
]っさゅっっゃうつせ ╋うてぇさうくせ すぇお: せ きねさけゃ ょけかあくぇ 
ぉにすぬ かうつくぇは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ くけさきぇかぬ-
くせの あういくぬ くぇてうた ゅさぇあょぇく. [ぇいょさぇあっくうっ 
かのょっえ くっくけさきぇかぬくにきう けぉしすけはすっかぬしすゃぇきう 
ゃ ‶っさゃけせさぇかぬしおっ, ゅけさけょっ し すはあひかけえ たぇさうい-
きけえ, さけあょぇっす こさけすっしすくにっ くぇしすさけっくうは. ぁすけ 
くぇぉうゃてぇは けしおけきうくせ こさけぉかっきぇ. ╄しかう ぃさうの 
‶っさっゃっさいっゃせ こけかせつうすしは おけくしけかうょうさけゃぇすぬ 
ゃしっ しうかに, おぇさすうくぇ ういきっくうすしは. ′け けく, ゃ けす-
かうつうっ けす きけっえ こさっょゃにぉけさくけえ ゅけくおう ゃ 2004 
ゅけょせ, しょっかぇか ぉけかぬてせの けてうぉおせ. ′う ゃ おけっき 
しかせつぇっ くっ くせあくけ ぉにかけ ししけさうすぬしは し さぇぉけすけ-
ょぇすっかはきう ゅけさけょぇ. ぅ しつうすぇの, つすけ ねすけ かのょう, 
くぇ おけすけさにた きけあくけ けこっさっすぬしは.

– 』すけ ゃに つせゃしすゃけゃぇかう, こっさっあうゃぇかう, 
おけゅょぇ さってうかう くぇこうしぇすぬ いぇはゃかっくうっ けぉ 
せたけょっ? ′ぇし うくすっさっしせのす ゃぇてう かうつくにっ 
けとせとっくうは.

– ぅ くぇょっはかしは, つすけ けすしすぇゃおせ こさうきせす う けつっくぬ 
こっさっあうゃぇか, っしかう きくっ けすおぇあせす. ′ぇて さぇぉけ-
つうえ ょっくぬ くぇつうくぇかしは し 8:30 う いぇおぇくつうゃぇかしは 
ゃ 22:00. ╀にゃぇかけ, ゃけいゃさぇとぇってぬしは ょけきけえ くけ-
つぬの, ぇ うい こさうひきくけえ いゃけくはす う しこさぇてうゃぇのす: 
«╁に せあっ せったぇかう? – 〈けゅょぇ しけっょうくはっき し ゅせぉっさ-
くぇすけさけき こけ すっかっそけくせ». ╆ぇ ゃしひ ゃさっきは, こけおぇ 
┿かっおしぇくょさ ]っさゅっっゃうつ くぇたけょうすしは くぇ こけしすせ ゅせ-
ぉっさくぇすけさぇ, けく くう さぇいせ くっ ぉにか ゃ けすこせしおっ, こさう 
きくっ – すけつくけ. ╉ぇお ぉに くう させゅぇかう っゅけ ゃ ╇くすっさ-
くっすっ, っしかう ゅけゃけさうすぬ け きけひき させおけゃけょうすっかっ – 
ねすけ くっゃっさけはすくぇは さぇぉけすけしこけしけぉくけしすぬ. 〈ぇおけゃぇ 

しこっちうそうおぇ «あっかっいくけょけさけあくけえ ておけかに». ╅っ-
かっいくけょけさけあくうおう きくけゅけ う こけょけかゅせ さぇぉけすぇのす. 

– ╇すぇお, おさけきっ ょっかけゃけえ, ゃに くぇいゃぇかう 
っょうくしすゃっくくせの かうつくせの こさうつうくせ ゃぇてっゅけ 
せたけょぇ – せしすぇかけしすぬ?

– ╃ぇ, くけ こさう ゃしひき こさう ねすけき, っしすぬ う ぉけかっっ 
さけょくぇは いぇょぇつぇ. ぅ こさっおさぇしくけ こけくうきぇか, つすけ 
しかせつうかけしぬ ゃ ╀っさひいけゃしおけき う ゃうょっか, つすけ いょっしぬ 
ゃ こっさしこっおすうゃっ きけゅせす ぉにすぬ こさけぉかっきに.

– 》けすうすっ ゃっさくせすぬしは けぉさぇすくけ ゃ きねさうの?
– ぅ くっ ぉせょせ ぉぇかかけすうさけゃぇすぬしは, くけ, けょくけ-

いくぇつくけ, こけょょっさあせ くぇ ゃにぉけさぇた ╄ゃゅっくうは ‶うし-
ちけゃぇ. ╃け ぉっさっいけゃつぇく-すけ は すけつくけ ょけしすせつせしぬ, 
けぉなはしくの こさけしすせの きにしかぬ, つすけ ゅけかけしけゃぇすぬ 
くぇょけ くっ しっさょちっき, ぇ せきけき. ‶けかうすうつっしおけえ ょっは-
すっかぬくけしすぬの ぉせょせ いぇくうきぇすぬしは すけかぬおけ くぇ いっき-
かっ ぉっさひいけゃしおけえ. ╋ぇかけ すけゅけ, は きけゅせ しおぇいぇすぬ, 
つすけ ゃ ぉせょせとっき ゅさぇあょぇくっ ゅけさけょぇ ╀さけいけゃしおうえ, 
‶ぇゃかけゃ う ╉ぇさこけゃ こけえょせす ういぉうさぇすぬしは ゃ ゅけさけょ-
しおせの ╃せきせ. 

– ┿ っしかう ╄ゃゅっくうえ [せょけかぬそけゃうつ こさけ-
うゅさぇっす, つすけ すけゅょぇ?

– ╄しかう きに こさっおさぇすうき そうくぇくしうさけゃぇすぬ しけ-
ちうぇかぬくにっ こさけっおすに, すけ きぇかけ くっ こけおぇあっすしは 
くうおけきせ. ╃ぇあっ っしかう は しっえつぇし こさうくっ-
しせ くけゃけきせ きねさせ しつっすぇ くぇ けたさぇくせ 
こぇさおぇ, つすけ ゃ ちっくすさっ ゅけさけょぇ (ぇ 
ねすけ こけさはょおぇ 800 すにしはつ ゃ ゅけょ), 
ゅょっ けく ゃけいぬきひす ょっくぬゅう? ╇ すぇ-
おうた ゃけこさけしけゃ, おけすけさにっ すぇとうす 
ゅさせここぇ おけきこぇくうえ «╀さけいっおし», 
ょけしすぇすけつくけ. ╄しかう きに くぇつくひき ょっ-
かうすぬしは しけちうぇかぬくけえ くぇゅさせいおけえ し 
ぇょきうくうしすさぇちうっえ, ゅけさけょせ ぉせょっす 
くっこさけしすけ. ╄あっゅけょくけ きに すさぇ-
すうき くぇ ゅけさけょしおうっ こさけゅさぇき-
きに こけさはょおぇ 18 きうかかうけくけゃ 
させぉかっえ. 

– ╀っさっいけゃつぇくっ きけゅせす 
さぇしちっくうすぬ ねすう しかけゃぇ 
おぇお てぇくすぇあ?

– ぁすけ くっ てぇくすぇあ, させおけ-
ゃけょうすっかう おけきこぇくうえ ゃこさぇ-
ゃっ さぇしこけさはあぇすぬしは しゃけうきう 
しけぉしすゃっくくにきう しさっょしすゃぇ-
きう. ‶けきけゅぇすぬ うかう くっ こけ-
きけゅぇすぬ ゅけさけょせ – ねすけ くぇてぇ 
ょけぉさぇは ゃけかは. ╁いはすぬ たけすは 

ぉに すけす あっ ‶っさゃけせさぇかぬしお. ぅ 
さうしけゃぇか ゅけさけあぇくぇき さっぇかぬ-
くせの おぇさすうくせ, けぉなはしくはか, こさう 
おぇおうた せしかけゃうはた せ あうすっかっえ 
きけあっす つすけ-すけ ぉにすぬ, ぇ きけあっす 
う くっ ぉにすぬ. ]っえつぇし けくう きっくは 
けぉゃうくはのす, ぇ は ゅけゃけさの: «[っ-
ぉはすぇ, は しおぇいぇか ゃぇき こさぇゃょせ». 
¨くう すぇき こさうゃにおかう くぇゃけょうすぬ 

すっくぬ くぇ こかっすっくぬ, ぇ 
ゃっつっさけき おぇはすぬしは. ╀っ-
さっいけゃつぇくっ あっ ぉけかっっ 

けすおさにすにっ. 
– ╉さけきっ こけかうすうつっしおけえ 

ょっはすっかぬくけしすう, つすけ っとひ 
こかぇくうさせっすっ?

– ╀せょせ いぇくうきぇすぬしは ぉうい-
くっしけき. 〉 きっくは っしすぬ こかぇくに 
こけったぇすぬ ゃ ]けつう, こけすけきせ つすけ 
すぇき うょひす しすさけえおぇ けかうきこうえ-
しおうた けぉなっおすけゃ, っしすぬ ぉけかぬてうっ おけくすさぇおすに. 
′ぇょけ いぇさぇぉぇすにゃぇすぬ ょっくぬゅう, ゃにしすぇゃかはすぬ くぇて 
すけゃぇさ. ╃せきぇの, ねすけ けすさぇいうすしは う くぇ ぉかぇゅけしけ-
しすけはくうう きくけゅうた ぉっさっいけゃつぇく, こけすけきせ つすけ すせょぇ 
くぇょけ ぉせょっす こけしすぇゃかはすぬ きくけゅけ こさけょせおちうう, ぇ 
いくぇつうす, いょっしぬ ぉせょっす きくけゅけ さぇぉけすに – かのょう ぉせ-
ょせす こけかせつぇすぬ ぉけかぬてうっ いぇさこかぇすに. ]けゃきっしすくけ 
し ]っさゅっっき ′うおけかぇっゃうつっき ‶ぇゃかけゃにき けすおさけっき 
くけゃけっ こさけういゃけょしすゃけ. 〈ぇおあっ きに しけぉうさぇっきしは 
いぇこせしすうすぬ ょゃぇ しけちうぇかぬくにた こさけっおすぇ: けょうく 
うい くうた – ぉっしこかぇすくにえ ょけしすせこ ゃ Wi-Fi. ]っえつぇし 
こさけたけょはす すっくょっさに きっあょせ しけすけゃにきう おけきこぇ-

くうはきう, おけすけさにっ ぉせょせす ねすけ けしせとっしすゃかはすぬ. 
╃させゅけえ こさけっおす くぇこさぇゃかっく くぇ ょっすしすゃけ. 

′っ しっおさっす, つすけ ゅさせここぇ おけきこぇくうえ 
«╀さけいっおし» ょけしすぇすけつくけ しさっょしすゃ 

ゃおかぇょにゃぇかぇ ゃ さぇいゃうすうっ しこけさ-
すぇ – くぇてっえ ちっかぬの ぉにかけ 
せゃっしすう きぇかぬつうてっお し くっぉかぇ-
ゅけこけかせつくにた せかうち. ]っえつぇし 
あっ きに さってうかう, くぇさはょせ しけ 
しこけさすけき, せょっかうすぬ ょけかあくけっ 
ゃくうきぇくうっ う おせかぬすせさっ. ]け-
ゃきっしすくけ し 〉こさぇゃかっくうっき 
おせかぬすせさに, しこけさすぇ う きけかけ-
ょひあくけえ こけかうすうおう きに たけ-
すうき けさゅぇくういけゃぇすぬ おけくおせさし 
ょかは たせょけあっしすゃっくくにた おけか-
かっおすうゃけゃ くぇてっゅけ ゅけさけょぇ. 
‶け うすけゅぇき しけしすけうすしは ゅぇ-
かぇ-おけくちっさす, くぇ おけすけさけき 

すゃけさつっしおうっ おけかかっおすうゃに こけかせつぇす けす くぇし しけ-
かうょくにっ ゅさぇくすに くぇ さぇいゃうすうっ.

– 』すけ おぇしぇっすしは こさけっおすぇ «╀けかぬてけえ 
╄おぇすっさうくぉせさゅ», ゃぇてぇ こけいうちうは くっ ういきっ-
くうかぇしぬ?

– ′っす, くうつっゅけ くっ けすきっくはっすしは. ぅ う ┿かっおしぇく-
ょさぇ ]っさゅっっゃうつぇ せぉっょうか ゃ すけき, つすけ っょうくけゅけ 
きせくうちうこぇかうすっすぇ くっ くせあくけ. ┿ゅかけきっさぇちうの は 
くぇ しゃけひき こけしすせ くっ せしこっか けさゅぇくういけゃぇすぬ, たけすは 
っひ きけあくけ しょっかぇすぬ う うい ╀っさひいけゃしおけゅけ, くけ 
くぇょけ ぉにすぬ けつっくぬ ぇおおせさぇすくにき. ╄しかう かうてくうえ 
さぇい いぇぉうさぇってぬ ょさっゃおけ そかぇゅぇ, すけ ねすけす そかぇゅ 
きけゅせす こさういくぇすぬ けここけいうちうけくくにき. ぁすけ すけあっ 
くう お つっきせ. ‶けねすけきせ ゃ かっすくっき こさけてかけゅけょくっき 
こさけすうゃけしすけはくうう ╄おぇすっさうくぉせさゅせ ゃぇあくけ ぉにかけ 
ゃけゃさっきは けしすぇくけゃうすぬしは, すぇお おぇお ゃ ょぇかぬくっえてっき 
きけあくけ ぉにかけ こけかせつうすぬ こさけすうゃけょっえしすゃうっ. ぅ 
しつうすぇの, つすけ きに ゃ きはゅおけえ, おけささっおすくけえ そけさ-
きっ けぉなはしくうかう ゃしっき, おすけ ぉにか いぇ ねすけす こさけっおす, 
けしけぉっくくけ ┿.╋. 』っさくっちおけきせ, つすけ きに – くっ しけせし, 
こけょ おけすけさにき きけあくけ せたけょうすぬ しけ しゃけっゅけ こけしすぇ. 

』すけ ぉに くう しかせつうかけしぬ, きけは しせょぬぉぇ しゃはいぇくぇ 
し ╀っさひいけゃしおうき.

╀っしっょけゃぇかぇ 〈ぇすぬはくぇ ╋っさっあくうおけゃぇ

ぁ╉¨′¨╋╇』╄]╉┿ぅ ‶╄[╄‶╇]を
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‶けかくけきけつくけきせ こさっょしすぇゃうすっかの ‶さっいうょっくすぇ [《 ゃ 〉さ《¨ 
╁うくくうつっくおけ ′.┿.                                       

╂せぉっさくぇすけさせ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
╋うてぇさうくせ ┿.].

╉けきぇくょせのとっきせ 『っくすさぇかぬくけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ 
』うさおうくせ ╁.╁.                                              

ぢづだどぎでど
╋に, あうすっかう ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ, こさけすっしすせっき こさけすうゃ せくうつすけあっくうは せしすぇ-

さっゃてうた ぉけっこさうこぇしけゃ くぇ こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ ┿ょせえ». ╅うすっかう さぇえけくけゃ けおさせゅぇ 
しすさぇょぇのす けす くっこさっおさぇとぇのとうたしは しうかぬくっえてうた ゃいさにゃけゃ くぇ こけかうゅけくっ. ′ぇつうくぇ-
のす さぇいさせてぇすぬしは おうさこうつくにっ ょけきぇ, こけはゃかはのすしは すさっとうくに くぇ しすっくぇた う こけすけか-
おぇた. ′ぇし けたゃぇすにゃぇっす せあぇし う くっゅけょけゃぇくうっ, おけゅょぇ きに ゃうょうき おさぇしくにっ しこけかけたう 
う ょにきくにっ «ゅさうぉに», おぇお こさう ゃいさにゃっ ぇすけきくにた ぉけきぉ. 

╋に すさっぉせっき こさっおさぇすうすぬ ゃけえくせ し きうさくにき くぇしっかっくうっき う いぇこさっすうすぬ せすうかういぇ-
ちうの しくぇさはょけゃ, おけすけさぇは ゃさっょうす くぇてっきせ いょけさけゃぬの う うきせとっしすゃせ. ╁いさにゃに – ねすけ 
きくけゅうっ きうかかうけくに させぉかっえ, こさっゃさぇとひくくにっ ゃ はょけゃうすにっ ゃっとっしすゃぇ, おけすけさにきう 
くぇき こさうたけょうすしは ょにてぇすぬ. ╋に くぇきっさっくに こけょおかのつうすぬ ]╋╇, ぉせょっき こうしぇすぬ ゃ 
ちっくすさぇかぬくにっ こさぇゃうすっかぬしすゃっくくにっ けさゅぇくに う こけょくうきっき ゃしの けぉとっしすゃっくくけしすぬ, 
っしかう ゃに くっ こさっおさぇすうすっ ねすう さぇいさせてうすっかぬくにっ うゅさに.

╅うすっかう ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ

…┿ 〉 ╁¨╄′′｠》 ╁]┱ ╁ ′¨[╋╄
╆ぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに けおさせゅぇ ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ いぇゃっさはっす, 

つすけ ぇょきうくうしすさぇちうは こけょょっさあうす あうすっかっえ ゃ ぉけさぬぉっ いぇ すう-
てうくせ: 

–  ‶けしおけかぬおせ あぇかけぉに あうすっかっえ くけしはす きぇししけゃにえ たぇさぇおすっさ 
う くぇ こさっょゃにぉけさくにた ゃしすさっつぇた ゃ はくゃぇさっ う そっゃさぇかっ ねすけす ゃけ-
こさけし ぉにか おかのつっゃにき, ょせきぇ う ぇょきうくうしすさぇちうは くっ くぇきっさっくに 
けしすぇゃぇすぬしは ゃ しすけさけくっ. ╋に ぉせょっき こさうょぇゃぇすぬ ょっかせ 
けぉとっしすゃっくくにえ さっいけくぇくし, つすけぉに いぇこさっすうすぬ ゃいさにゃに 
くぇ こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ ┿ょせえ» う こっさっくっしすう せすうかう-
いぇちうの ぉけっこさうこぇしけゃ ゃ ょさせゅけっ きっしすけ. ぃさうょうつっしおうき 
けすょっかけき ぇょきうくうしすさぇちうう せあっ こけょゅけすけゃかっくけ うしおけ-
ゃけっ いぇはゃかっくうっ ゃ しせょ, すぇおあっ きに こさっょせこさっょうき きう-
くうしすっさしすゃけ けぉけさけくに け すけき, つすけ あうすっかう くぇきっさっくに 
けぉさぇすうすぬしは ゃ しせょ ょかは ゃけいきっとっくうは せとっさぉぇ うきせとっ-
しすゃせ, くぇくっしひくくけゅけ ゃいさにゃぇきう. 

‶けきけとぬ たけすっかけしぬ ぉに こけかせつうすぬ くっ すけかぬおけ けす 
ゅけさけょしおうた, くけ う けす けぉかぇしすくにた ゃかぇしすっえ. ╁ 』っかは-
ぉうくしおけえ けぉかぇしすう こけ いぇこさけしせ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ 』っ-
かはぉうくしおけえ けぉかぇしすう せつひくにっ ╇くしすうすせすぇ ゅっけそういうおう 
〉さぇかぬしおけゅけ けすょっかっくうは [┿′ こさけゃっかう うししかっょけゃぇくうは. 
╃かは けこさっょっかっくうは こけすっくちうぇかぬくけえ けこぇしくけしすう たぇ-
さぇおすっさぇ ゃいさにゃけゃ うきう ぉにかぇ しきけくすうさけゃぇくぇ しっえしきう-
つっしおぇは しっすぬ うい つっすにさひた しすぇくちうえ, さぇしこけかけあっくくにた 
ゃ こけしひかおぇた う くぇ ぉっさっゅせ 【っさてくひゃしおけゅけ ゃけょけたさぇくう-
かうとぇ. ¨くう ゃにはしくうかう, つすけ ゃ いっきかっすさはしっくうはた ゃうくけ-
ゃぇすに ゃけっくくにっ, おけすけさにっ せくうつすけあぇかう ぉけっこさうこぇしに 
くぇ 』っぉぇさおせかぬしおけき こけかうゅけくっ, ぇ ょけきぇ こけょこさにゅうゃぇかう 
うい-いぇ いゃせおけゃけえ ゃけかくに. ╆ぇおかのつっくうっ せつひくにた しすぇかけ 
こけゃけょけき ょかは けぉさぇとっくうは ゃ しせょ. ╆ぇおぇいぇすぬ こけょけぉくせの ねおし-
こっさすういせ ゃ つぇしすくけき こけさはょおっ こさぇおすうつっしおう くっゃけいきけあくけ, すぇお 
おぇお しすけうす けくぇ くっょひてっゃけ. ‶けねすけきせ ぉっい こけきけとう ゃかぇしすぬ うきせ-
とうた あうすっかはき こけしひかおけゃ くっ けぉけえすうしぬ.  

′ぇつぇかぬくうお ゅさせここに うくそけさきぇちうけくくけゅけ けぉっしこっつっくうは 『っく-
すさぇかぬくけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ ]っさゅっえ ]きうさくけゃ せゃっさはっす, つすけ 

ゃしっ くけさきぇすうゃに くぇ こけかうゅけくっ しけぉかのょっくに, ぉけかっっ すけゅけ, ゃけ-
っくくにっ せあっ しょっかぇかう こっさっさぇしこさっょっかっくうっ ぉけっこさうこぇしけゃ, つすけ 
きうくうきういうさけゃぇかけ くぇゅさせいおせ くぇ こけつゃせ. 〈け, つすけ きけとくけしすぬ 
ゃいさにゃけゃ しけけすゃっすしすゃせっす くけさきぇすうゃぇき, こけょすゃっさょうかう しっえしきけ-
かけゅう, おけすけさにっ, こけ しかけゃぇき ]っさゅっは ╁かぇょうきうさけゃうつぇ, こさうっい-
あぇかう くぇ こけかうゅけく. 《っょっさぇかぬくぇは こさけゅさぇききぇ こけ せすうかういぇちうう 
せしすぇさっゃてうた ぉけっこさうこぇしけゃ こさけょかうすしは ゃっしぬ 2011 ゅけょ. 

╁こけかくっ ゃけいきけあくけ, つすけ ぉっさっいけゃつぇくっ いぇぉにかう, つすけ すぇおけっ 
ょさけあぇとうっ けおくぇ うきっくくけ うい-いぇ こっさっさぇしこさっょっかっくうは, くけ 
つすけ ょっかぇすぬ あうすっかはき こけしひかおけゃ? 〈っさこっすぬ っとひ ちっかにえ ゅけょ? 
╅ょぇすぬ, おけゅょぇ こっさっおけてっくくにっ ょけきぇ さぇいさせてぇすしは こけしかっ けつっ-
さっょくけゅけ いっきかっすさはしっくうは?  ¨ょうく うい ゃにたけょけゃ – けぉさぇとっくうっ 
ゃ しせょ. ╅うすっかはき こさうょひすしは こさけょっかぇすぬ けゅさけきくせの さぇぉけすせ: し 

こけきけとぬの しこっちうぇかうしすけゃ いぇそうおしうさけゃぇすぬ ゃさっょ, こさうつうくひく-
くにえ うきせとっしすゃせ う いょけさけゃぬの. ]けぉさぇすぬ すにしはつせ ぉせきぇあっお うい 
さぇいかうつくにた うくしすぇくちうえ. ′け ゃっさけはすくっっ ゃしっゅけ ょっかけ いぇしすけこけ-
さうすしは くぇ けこうしぇくくけえ ゃにてっ ねおしこっさすういっ. 

╋｠ ‶[¨〈╄]〈〉╄╋! 
╄しかう けぉかぇしすくにっ つうくけゃくうおう う きけゅせす こけしさっょしすゃけき てぇ-

ぉかけくくけえ ぉせきぇあおう けすきぇたくせすぬしは けす しけすくう こけょこうしっえ あうすっ-
かっえ おぇおけえ-すけ すぇき «ょっさっゃせておう», すけ うゅくけさうさけゃぇすぬ 
きぇしてすぇぉくせの ぇおちうの こさけすっしすぇ し こさうゃかっつっくうっき ]╋╇ 
うき ぉせょっす くっこさけしすけ. ╋に こさっょかぇゅぇっき ゃぇき, あうゃせとうき 
ゃ けあうょぇくうう けつっさっょくけゅけ ゃいさにゃぇ, う ゃぇき, くっぉっいさぇい.
かうつくにき お ゅけさの いっきかはおけゃ, けぉなっょうくうすぬしは. 〈け, つすけ 
ゃきっしすっ きに きけあっき ょけぉうすぬしは きくけゅけゅけ, ぉっさっいけゃつぇくっ 
せあっ ょけおぇいぇかう くぇ きうすうくゅっ こさけすうゃ ╀けかぬてけゅけ ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅぇ. ╋に くぇつうくぇっき しぉけさ こけょこうしっえ ゃ こけょょっさあ-
おせ ‶さけすっしすぇ こさけすうゃ せすうかういぇちうう ぉけっこさうこぇしけゃ くぇ 
こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ ┿ょせえ». ‶さけすっしす ゃきっしすっ し こけょ-
こうしはきう きに くぇこさぇゃうき こけかくけきけつくけきせ こさっょしすぇゃう-
すっかの ‶さっいうょっくすぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう ゃ 〉さ《¨  
′うおけかぇの ╁うくくうつっくおけ, ゅせぉっさくぇすけさせ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう ┿かっおしぇくょさせ ╋うてぇさうくせ う おけきぇくょせのとっきせ 
『っくすさぇかぬくけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ ╁かぇょうきうさせ 』うさ-
おうくせ. ‶けょょっさあぇすぬ こさけすっしす きけあっす かのぉけえ あうすっかぬ 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, こけょこうしくにっ かうしすに 
っしすぬ ゃ けすょっかっ さっおかぇきに «╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ» 
(せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9) う くぇ しぇえすっ ゅぇいっすに bergrad.
ru. ╄しかう ゃぇき くっ ゃしひ さぇゃくけ – こけきけゅうすっ: さぇしこっつぇすぇえ-
すっ ぉかぇくお し しぇえすぇ (うかう ゃけいぬきうすっ っゅけ けぉさぇいっち ゃ くぇ-
てっき けすょっかっ さっおかぇきに) う しけぉっさうすっ こけょこうしう せ しゃけうた 

ょさせいっえ, おけかかっゅ, しけしっょっえ.  
╋に くっ あょひき けすゃっすぇ – きに あょひき おけくおさっすくにた ょっえしすゃうえ. 

╄しかう すぇおけゃにた くっ ぉせょっす – きうさくにっ あうすっかう ゃしすせこはす ゃ ゃけ-
えくせ し ぇさきうっえ. ╅うすっかっえ ╀っさひいけゃしおけゅけ こけょょっさあぇす しけしっょう 
うい ╁っさたくっえ ‶にてきに, おけすけさにっ すけあっ あうゃせす けす ぉけきぉひあおう ょけ 
ぉけきぉひあおう.

╋′╄′╇╄

ÏÐÅÊÐÀÒÈÒÅ ÂÎÅÂÀÒÜ ÑÎ ÑÂÎÈÌ ÍÀÐÎÄÎÌ!
╊っけくうょ 》〉╃ぅ╉¨╁, あうすっかぬ こけしひかおぇ ¨おすはぉさぬしおけゅけ
╋に いぇたかひぉにゃぇっきしは けす ゃけしたうとっくうは, ゅかは-

ょは くぇ ゃにしすぇゃおせ ゃけけさせあっくうえ, こさけゃけょうきせの 
ゃ ′. 〈ぇゅうかっ. ╂けさょけしすぬ けたゃぇすにゃぇっす くぇてう 
しっさょちぇ こさう ゃうょっ しけゃっさてっくくにた すぇくおけゃ, 
せきっのとうた こさにゅぇすぬ, こかぇゃぇすぬ, しすさっかはすぬ おせょぇ 
こけこぇかけ.

′け っとひ し ぉけかぬてっえ しうかけえ くぇてう しっさょ-
ちぇ いぇたかひぉにゃぇのすしは けす ゃけいきせとっくうは こさう 
ゃうょっ こぇおっすけゃ う すのおけゃ せこぇおけゃぇくくけえ 
くぇさおけすに, こさけういゃけょうきけえ ゃ ┿そゅぇくうしすぇ-
くっ, ╉けかせきぉうう, ょぇ ゅょっ ぉに すけ くう ぉにかけ. 
╇かう しうくすっいうさせっきけえ し こけきけとぬの しけゃさっ-
きっくくにた ょけしすうあっくうえ くぇせおう うい こさけうい-
ゃけょうきにた かっおぇさしすゃっくくにた う たうきうつっしおうた 
こさっこぇさぇすけゃ.

〈ぇお ゃ つひき さぇいくうちぇ? ‶さけういゃけょしすゃけ けさせ-
あうは くぇ こさけょぇあせ – ねすけ ぉういくっし! ‶さけうい-
ゃけょしすゃけ くぇさおけすに くぇ こさけょぇあせ – ねすけ すけあっ 
ぉういくっし! 〈ぇくおう う くっ こぇてせす う くっ しっのす, う くっ 
こけきけゅぇのす つうしすうすぬ ょけさけゅう けす しくっゅぇ. ‶けかせ-
つぇっすしは, おすけ つすけ きけあっす, すけす すけ う こさけういゃけょうす. 
¨す くぇさおけすに ゅうぉくせす かのょう, くけ けす こさけういゃけ-
ょうきけゅけ くぇきう けさせあうは ょっすう くっ さけあょぇのすしは! 
] くぇさおけすけえ こにすぇのすしは ぉけさけすぬしは, ゃ けしくけゃ-
くけき, おけくっつくけ, しけいょぇのす ゃうょうきけしすぬ ぉけさぬぉに. 
╉すけ? ╃ぇ すっ あっ しぇきにっ かのょう う ゃかぇしすくにっ 
しすさせおすせさに, おけすけさにっ こさけういゃけょはす う こさけょぇのす 
けさせあうっ. 〈させょくけ, ぇ しおけさっっ, くっゃけいきけあくけ けょ-
くけえ させおけえ さぇいょぇゃぇすぬ ゃ «さぇいゃうゃぇのとうっしは» 
しすさぇくに ゃしっゃけいきけあくにっ «しすさっかはかおう», せぉう-

ゃぇのとうっ うた 
かのょっえ, ぇ 
ょさせゅけえ こけ-
ぉ っ あ ょ ぇ す ぬ 
く ぇ さ お け す せ , 
せ ぉ う ゃ ぇ の -
とせの くぇてうた 
ょっすっえ. 〈ぇお 
つすけ う すけ う 
ょさせゅけっ – 
こかけたけ. ′け 
っしかう けおさせ-
あ ぇ の と う っ 
すっぉは かのょう 
う すに しぇき 
くっ しゃはいぇくに 
くぇさおけすうつっ-
しおけえ いぇゃう-
しうきけしすぬの, 
すけ ねすぇ ぉっょぇ 
ゃさけょっ ぉに 
すけかぬおけ くぇ 
ねおさぇくっ すっ-
かっゃういけさぇ.

′け おけゅょぇ 
«けさせあっえ-
くにっ うゅさに» 
こさけうしたけょはす 
けおけかけ すゃけ-
っゅけ ょけきぇ, 
おけすけさにえ すに 
しぇき しすさけ-
うか う こっさっ-
し す さ ぇ う ゃ ぇ か 
ゃ すっつっくうっ 
12 かっす う 

ゃうょうてぬ, おぇお けく くぇつうくぇっす さぇいさせてぇすぬしは 
けす あっかっいくけえ ゃけかう うかう こけかくけゅけ くっょけせきうは 
ゅかぇゃくにた ゃけあょっえ ゃけっくくけゅけ ゃっょけきしすゃぇ しすさぇ-
くに (ゅけしせょぇさしすゃぇ ゃ ゅけしせょぇさしすゃっ), すけ かのぉけえ 
つっかけゃっお かのぉけえ しすさぇくに ゅけすけゃ いぇとうすうすぬ 
しゃけえ ょけき う しゃけの しっきぬの ょぇあっ し けさせあうっき 
ゃ させおぇた.

〈ぇくおう, さっいゃはとうっしは おぇお きけかけょにっ あっさっぉ-
ちに, くぇ かっしくにた こさけしすけさぇた けおけかけ こけしひかおけゃ 
╉さぇしくにえ, ¨おすはぉさぬしおうえ, ╉さぇしくけゅゃぇさょっえ-
しおうえ ゃ くっょぇかひおうっ ゅけょに せあっ けしすぇゃうかう け 
しっぉっ «ょけぉさせの こぇきはすぬ». ╇いぉうすにっ ぇしそぇかぬ-
すけゃにっ ょけさけゅう, しぉうすにっ しすけかぉに ねかっおすさけ-
けこけさ, さぇいさせてっくくにえ こぬはくにき すぇくおうしすけき 
ょけき, こうしすけかっす, くぇしすぇゃかっくくにえ けそうちっさけき 
さけししうえしおけえ ぇさきうう くぇ こかぇつせとせの けす せあぇしぇ 
あっくとうくせ, こにすぇゃてせのしは けしすぇくけゃうすぬ すぇくおけ-
ゃせの おけかけくくせ せ こけしひかおぇ ¨おすはぉさぬしおうえ.

┿さすうかかっさうえしおうえ こけかうゅけく, さぇしこけかけあっく-
くにえ くっゃょぇかっおっ けす ねすうた こけしひかおけゃ, ょくひき う 
くけつぬの ゅせょうす けす こせてっつくけえ, すぇくおけゃけえ う こせ-
かっきひすくけえ しすさっかぬぉに う こけつっきせ-すけ さぇょけしすくけ-
ゅけ あっくしおけゅけ ゃういゅぇ. ]させぉかっくくにっ かっすはとうきう 
ゃけ ゃしっ しすけさけくに ぇさすうかかっさうえしおうきう ぉけかゃぇく-
おぇきう ょっさっゃぬは くうおすけ くっ しつうすぇっす. ‶けかうゅけく 
くっ けゅけさけあっく くう こさけゃけかけおけえ, くう こうおっすぇきう.

′ぇ くぇてうた ゅかぇいぇた ゃ くっしおけかぬおうた きっすさぇた 
しさせぉうかけ しけしくせ. ¨たけすくうおう う ゅさうぉくうおう, くっ 
こけこぇょぇえすっしぬ! ╃っしはすおぇきう すけくく ゃぇかはのすしは 
ねすう ぉけかゃぇくおう ゃ かっしせ – ょけぉにつぇ ぉけきあっえ, 
しぉうゃぇのとうた し くうた かぇすせくくにっ けぉけかけつおう. ╁しひ 
ねすけ くぇさけょ すっさこうす, こけおせこぇっす ゃしひ ょけさけあぇ-
のとせの いっきかの, しすさけうすしは, こかぇすうす ゃけいさぇし-
すぇのとうっ くぇかけゅう くぇ いっきかの, くっょゃうあうきけしすぬ. 
╁けっくくにっ つうくけゃくうおう さぇいゃっさくせかう くぇ ねすけき 
こけかうゅけくっ せすうかういぇちうの さぇおっす う ぇさすうかかっ-
さうえしおうた しくぇさはょけゃ. ‶けおぇ ぉっい ぇすけきくにた ぉけ-
っゅけかけゃけお, くけ こっさっこせすぇすぬ くぇてうき    ゅっくっ-
さぇかぇき    くうつっゅけ   くっ   しすけうす.   ┿   さはょけき   
くぇたけょうすしは    ‶╆[¨.    ‶せくおす いぇたけさけくっくうは 
さぇょうけぇおすうゃくにた けすたけょけゃ – つせょっしくにえ こけょぇ-
さけお すけゅけ あっ «ゅけしせょぇさしすゃぇ ゃ ゅけしせょぇさしすゃっ».

′ぇつうくぇのすしは ゃいさにゃに ゃ こはすぬ つぇしけゃ ゃっつっ-
さぇ. ′っぉけ けいぇさはっすしは おさぇしくにきう しこけかけたぇきう う 
ゃけいくうおぇのす つひさくにっ けゅさけきくにっ «ゅさうぉに», おぇお 
こさう ゃいさにゃっ ぇすけきくけえ ぉけきぉに. ╁いょさぇゅうゃぇ-
のす ょけきぇ, すさっとぇす しすひおかぇ, たかけこぇのす ょゃっさう, 
こかぇつせす ょっすう う すにしはつう かのょっえ (すにしはつう!) こけ-
しにかぇのす こさけおかはすぬは ゃしっき ゃけっくくにき つうくけゃくう-
おぇき う ゃしっき ゃけ ゃかぇしすぬ ゃかっいてうき. ′ぇさけょ ゃぇし 
すぇおうきう くっ ゃにぉうさぇか!

╁いさにゃ – う せかっすっかぇ ゃ ゃけいょせた ちっかぇは しすっくぇ 
くっこけしすさけっくくけゅけ ょっすしおけゅけ しぇょうおぇ. ╁いさにゃ – 
う こさけとぇえ ちっかぇは おゃぇさすうさぇ ゃぇてっゅけ あっ けそう-
ちっさぇ. ╅ょう, かっえすっくぇくすうお, っとひ こはすうかっすおせ. 
╁いさにゃ – う せかっすっかぇ いぇさこかぇすぇ せつうすっかっえ う 
ゃさぇつっえ. ╁いさにゃ – う くっ ゃにこかぇつっくくにっ こっく-
しうう, けすさぇゃうゃ すさけすうかけゃにきう はょけゃうすにきう 
うしこぇさっくうはきう ゃけいょせた, こけかっすっかう くぇ さはょけき 
しすけはとうっ あうかうとぇ こっくしうけくっさけゃ.

‶っさっこさけういゃけょしすゃけ けさせあうは! ′っ こさけょぇかう! 
′っ おせこうかう! ╃ぇゃぇえすっ っゅけ うしこけかぬいせっき ゃ くぇ-
てっえ しすさぇくっ くぇ くぇてっき くぇさけょっ. ′っ けつっくぬ ょぇ-
かっおけ けす しけぉしすゃっくくにた てすぇぉくにた けそうしけゃ, くけ 
つすけぉに くっ しかにてくけ ぉにかけ. ‶けつっきせ-すけ くっす せ 
くぇし こっさっこさけういゃけょしすゃぇ しっかぬたけいこさけょせおちうう, 
くう いっさくぇ しゃけっゅけ, くう きはしぇ. ′う こっさっこさけうい-
ゃけょしすゃぇ さぇぉけつうた きっしす. 〈けかぬおけ けさせあうは!

¨ぉさぇとっくうは ゅさぇあょぇく ねすうた こけしひかおけゃ ゃ 
ゃけっくくせの こさけおせさぇすせさせ, ゃ 『っくすさぇかぬくにえ ゃけ-
っくくにえ けおさせゅ, お ゅせぉっさくぇすけさせ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう ょぇかう くっきくけゅけ: こさけおせさぇすせさぇ けぉっ-
とぇかぇ せしうかうすぬ おけくすさけかぬ, ゃけっくくにえ けおさせゅ くっ 
せょけしすけうかしは ょぇあっ けすゃっすうすぬ, けす ゅせぉっさくぇすけさぇ 
こさうてかけ けぉっとぇくうっ, つすけ ゃしひ こさっおさぇすうすしは (ゃ 
すっつっくうっ きっしはちぇ ゃいさにゃに ぉにかう つせすぬ こけすう-
てっ) う, はおけぉに, こけかうゅけく しけぉうさぇのすしは こっさっ-
くけしうすぬ. 

]ぇきけっ こっつぇかぬくけっ, つすけ けぉさぇとぇすぬしは し 
ねすけえ ぉっょけえ くっ お おけきせ. ╂せぉっさくぇすけさ せきにゃぇっす 
させおう: おけきせ たけつっすしは しこけさうすぬ し ゃけっくくにきう?  
╁っょぬ ╁っさたけゃくにえ ╂かぇゃくけおけきぇくょせのとうえ – 
‶さっいうょっくす [けししうう. ¨しすぇひすしは あぇかけゃぇすぬしは ゃ 
′┿〈¨, くけ くぇし っとひ すせょぇ くっ ゃいはかう. ╁ ¨¨′, 
う ゃけいぉせあょぇすぬ きうさけゃけっ けぉとっしすゃっくくけっ きくっ-
くうっ こけ こけゃけょせ すけゅけ ぉぇさょぇおぇ, おけすけさにえ すゃけ-
さはす くぇてう ゃけっくくにっ つうくに?

╉しすぇすう, け さぇいさせてっくうう ょけきけゃ: ゅせぉっさ-
くぇすけさ こけしけゃっすけゃぇか けぉさぇすうすぬしは ゃ ゅさぇあ-
ょぇくしおうえ しせょ. ╉すけ-くうぉせょぬ おけゅょぇ-くうぉせょぬ ゃ 
くぇてっえ しすさぇくっ ゃにうゅさにゃぇか しせょ こさけすうゃ ╁っさ-
たけゃくけゅけ ╂かぇゃくけおけきぇくょせのとっゅけ? ╂けしこけょぇ 
ゃけっくくにっ, ゃぇき くぇしすさけうかう すぇくつうおう, しぇきけかひ-
すうおう-こせかっきっすうおう, ゃぇし けょっかう う けぉせかう. 〉 ゃぇし 
そせさぇあおう ゃにしけすけえ ゃ すさう ゅけかけゃに. 〉 ゃぇし っしすぬ 
ゃしひ ょかは すけゅけ, つすけぉに せゃっいすう こけょぇかぬてっ しゃけう 
せあぇしくにっ うゅさうとぇ う ゃいさにゃぇかおう けす すった かの-
ょっえ, おけすけさにっ ゃしひ ねすけ ょかは ゃぇし う しょっかぇかう くぇ 
しゃけう ょっくぬゅう. ╋に あうゃひき ゃ ちっくすさっ [けししうう 
おぇお くぇ こっさっょけゃけえ ゃけ ゃさっきは ゃけえくに. ‶さう-
しかせてぇえすっしぬ! ‶さっおさぇすうすっ ゃけっゃぇすぬ しけ しゃけうき 
くぇさけょけき!
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23:00 ╃/] ╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 ‶┿╉╇]〈┿′!

0:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

1:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

2:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

6:00 ╃/《 ╋╄′╃╄╊を]¨′, ′┿『╇]〈｠ ╇ ぅ

7:00 ╃/] ╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 ‶┿╉╇]〈┿′!

8:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

9:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

10:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

13:00 ╃/] ]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ 

╁ ╀[╇〈┿′╇╇

14:00 ╃/《 ╋╄′╃╄╊を]¨′, ′┿『╇]〈｠ ╇ ぅ

15:00 ╃/] ╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 ‶┿╉╇]〈┿′!

16:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

17:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

18:00 ╃/《 ╆┿╂┿╃╉┿ 〈╇╀╄〈]╉¨╈ ╋〉╋╇╇

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

21:00, 5:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 》/《 ╊ぃ╀¨╁′｠╄ ′╄〉╃┿』╇ ╃╅╄╈′ ¨]〈╇′

23:30 ╃/《 ′╄』╄]〈′┿ぅ ╉¨′╉〉[╄′『╇ぅ

0:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

1:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

2:00 ╃/《 ╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨╁┿〈を ╁ 80-╄

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

6:00 》/《 ╊ぃ╀¨╁′｠╄ ′╄〉╃┿』╇ ╃╅╄╈′ ¨]〈╇′

7:30 ╃/《 ′╄』╄]〈′┿ぅ ╉¨′╉〉[╄′『╇ぅ

8:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

9:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

10:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 》/《 ╊ぃ╀¨╁′｠╄ ′╄〉╃┿』╇ ╃╅╄╈′ ¨]〈╇′

15:30 ╃/《 ′╄』╄]〈′┿ぅ ╉¨′╉〉[╄′『╇ぅ

16:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

18:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

21:00, 5:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ

22:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

23:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]: ′┿『╇]〈]╉╇╄ 

‶[╄]〈〉‶′╇╉╇ ′┿ ]╉┿╋を╄ ‶¨╃]〉╃╇╋｠》

0:00 ╃/] ┿《╇′｠: ‶[┿╁╃┿ ¨ ╃╄╋¨╉[┿〈╇╇

1:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

2:00 ╃/] ╊╄〈¨ ╊ぃ╀╁╇

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

6:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

7:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]: ′┿『╇]〈]╉╇╄ 

‶[╄]〈〉‶′╇╉╇ ′┿ ]╉┿╋を╄ ‶¨╃]〉╃╇╋｠》

8:00 ╃/] ┿《╇′｠: ‶[┿╁╃┿ ¨ ╃╄╋¨╉[┿〈╇╇

9:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

10:00 ╃/《 ぅ】╇╉╇ ]〈ぁ′╊╇ ╉〉╀[╇╉┿

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

13:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ

14:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╁¨╇′｠

15:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]: ′┿『╇]〈]╉╇╄ 

‶[╄]〈〉‶′╇╉╇ ′┿ ]╉┿╋を╄ ‶¨╃]〉╃╇╋｠》

16:00 ╃/] ┿《╇′｠: ‶[┿╁╃┿ ¨ ╃╄╋¨╉[┿〈╇╇

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

18:00 ╃/《 ぅ】╇╉╇ ]〈ぁ′╊╇ ╉〉╀[╇╉┿

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

21:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 ╃/《 ぁ╃〉┿[╃ ╋┿′╄ – ¨]′¨╁¨‶¨╊¨╅′╇╉ 

]¨╁[╄╋╄′′¨╂¨ ╇]╉〉]]〈╁┿

23:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

6.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿

12.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

13.00 》/《 «‶[¨】┿′╇╄ ]╊┿╁ぅ′╉╇»

15.00 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇】╄′╉┿»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.45 》/《 «╀╄]]¨′′┿ぅ ′¨』を»

01.35 〈/] «′┿‶¨╊╄¨′»

03.25 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

04.30 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′╄[｠»

5.25, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿

12.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

13.00 》/《 «╀╄]]¨′′┿ぅ ′¨』を»

15.00 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇】╄′╉┿»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.45 》/《 «╆╊¨╈ ╃〉》 ぅ╋╀〉ぅ»

01.35 〈/] «′┿‶¨╊╄¨′»

03.30 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

04.25 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»

5.15, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╁╉〉]┿

12.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

13.00 》/《 «] ╊ぃ╀╇╋｠╋╇ ′╄ [┿]]〈┿╁┿╈〈╄]を»

14.35 «‶[¨【╊┿ ╊ぃ╀¨╁を…»

15.00 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇】╄′╉┿»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.45 》/《 «╁｠ 』を┱, ]〈┿[╇』を┱?»

01.45 〈/] «′┿‶¨╊╄¨′»

03.35 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»

4.30, 17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.30 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
6.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
12.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»
13.00 》/《 «] ╃′┱╋ [¨╅╃╄′╇ぅ, ╉¨[¨╊╄╁┿!»
15.10 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇】╄′╉┿»
21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.45 》/《 «╆┿ ]‶╇』╉┿╋╇»
01.40 〈/] «′┿‶¨╊╄¨′»
03.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
04.40 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»

5.30 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
6.30 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
7.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╃′╄╁′╇╉ ╃╇[╄╉〈¨[┿ 【╉¨╊｠»
9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «]〉╋┿]╀[¨╃╉┿»
18.05 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 》/《 «╃¨╋, ╋╇╊｠╈ ╃¨╋»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.35 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»
23.45 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╋┿〈╄[╇′]╉┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を»
02.45 〈/] «╊┿╊¨╊┿»
03.45 〈/] «╉╄′〈╄[╀╄[╇ ╇ ‶┿[〈′┱[｠»

5.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
5.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
6.00 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
7.00 ′¨╁¨]〈╇-41
7.30 «‶¨╂┿]【╇╄ ╆╁╄╆╃｠»
8.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «¨╅╇╃┿′╇╄»
9.50 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
11.20 》/《 «╆┿╁〈[┿╉ 〉 〈╇《《┿′╇»

13.35 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 》/《 «╃¨╋, ╋╇╊｠╈ ╃¨╋»
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «╉〉》′ぅ»
18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
19.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╅╄′╇〈を ╉┿╆┿′¨╁〉»
23.05 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
00.00 》/《 «′╄ ╁┿╊ぅ╈ ╃〉[┿╉┿…»
02.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «ぅ [ぅ╃¨╋ ] 〈¨╀¨╈»

6.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»
7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»
7.30 》/《 «′╄ ╁┿╊ぅ╈ ╃〉[┿╉┿…»
9.30 ╃¨╉〉╋╄′〈┿╊を′｠╈ 『╇╉╊ «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»
10.30 ¨╃[╇ 》╄‶╀┱[′ ╁ ╋╄╊¨╃[┿╋╄ «]┿╀[╇′┿»
12.45 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
13.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╃╅╄╈′ ぁ╈[»
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «╉〉》′ぅ»
18.25 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
18.45 «╂¨[¨╃]╉┿ぅ ╃〉╋┿. 》[¨′╇╉┿, ╃╄╊┿, ╊ぃ╃╇»
19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
19.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╅╄′╇〈を ╉┿╆┿′¨╁〉»

23.05 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
00.00 ′╇╉¨╊┿╈ ╉┿[┿』╄′『¨╁, ┿′′┿ ]┿╋¨》╇′┿ 

╁ ╇[¨′╇』╄]╉¨╋ ╃╄〈╄╉〈╇╁╄ «╃〉[┿»
02.35 ╀¨╄╁╇╉ «╉[┱]〈′｠╈ ¨〈╄『»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.35, 12.30 》/《 «╁¨╉╆┿╊ ╃╊ぅ ╃╁¨╇》»
12.00 ]╄╈』┿]
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.00 〈/] «╁¨╊╊┿′╃╄[»
02.50 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
03.25 》/《 «‶╄]-‶[╇╆[┿╉»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]

6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25, 00.00 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»

10.00, 12.00 ]╄╈』┿]

10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

11.20, 12.30 》/《 «╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿ ¨【╇╀╉〉»

13.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

15.30 ]╄╈』┿]

16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30, 22.00 ]╄╈』┿]

19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»

20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋

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

22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

00.35 》/《 «〉╉[¨】╄′╇╄ ¨╂′ぅ»

03.50 》/《 «》┿╉╄[｠»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 00.05 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 ]╁╄[》‒╄]〈╄]〈╁╄′′¨╄
11.05, 12.30 》/《 «╊┿[╄『 ╋┿[╇╇ ╋╄╃╇』╇»
13.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.40 》/《 «╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿ ¨【╇╀╉〉»
02.25 》/《 «ぅ[¨]╊┿╁′┿, ╉¨[¨╊╄╁┿ 《[┿′『╇╇»
04.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 23.55 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.05, 12.30 》/《 «[┿╆¨[╁┿′′｠╈ ╉[〉╂»
13.25 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.30 》/《 «╊┿[╄『 ╋┿[╇╇ ╋╄╃╇』╇»
02.15 》/《 «╉╊ぃ』 ╀╄╆ ‶[┿╁┿ ‶╄[╄╃┿』╇»
04.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00, 12.30 》/《 «╁]┿╃′╇╉ ‶¨ ╇╋╄′╇ ]╋╄[〈を»
13.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30 ]╄╈』┿]
19.00 ╉¨′『╄[〈 «╁╇╁┿〈!»
20.00 [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぅ ′┿ ‶ぅ〈¨╋
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
23.00 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.20 》/《 «╂[╄》»
02.20 》/《 «〈[╄〈╇╈ 〈┿╈╋»
04.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

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

╋〉 ¨╉╄┿′〉»
11.00 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇ ╁╊┿╃╇╋╇[ 》¨〈╇′╄′╉¨
12.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇
13.00 ╁ ′┿【〉 ╂┿╁┿′を ╆┿》¨╃╇╊╇ ╉¨[┿╀╊╇...
14.00 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»
17.55 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
18.30 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «]╋╄[〈を 【‶╇¨′┿╋!»

23.15 〈/] «╁¨╊╊┿′╃╄[»
01.05 ╉¨′『╄[〈 ╂[〉‶‶｠ «╋〉╋╇╈ 〈[¨╊╊を»
03.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃/《 «╉¨╊〉╋╀. ╆┿╀｠〈¨╄ ‶╊┿╁┿′╇╄»

7.00 ╃/《 «╁╄╆╃╄]〉】╇╄ ╉╄′╂〉[〉»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.10 》/《 «‶¨‶〉〈′¨╂¨ ╁╄〈[┿, ]╇′ぅぅ ‶〈╇『┿!»

9.35 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/《 «]╊¨′｠: ╉¨』╄╁′╇╉╇ ‶〉]〈｠′╇ ′┿╋╇╀»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00 》/《 «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉»

17.30, 01.20 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 〈/] «┿‶¨]〈¨╊»

23.25 》/《 «╊〉′┿ 2112»

02.20 》/《 «]╁╄〈╊¨╄ ╀〉╃〉】╄╄ - 3»

04.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 05.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «′╄ ╀〉╃〉 ╂┿′╂]〈╄[¨╋, ╃¨[¨╂┿ぅ»
12.00, 20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.45 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ 〈を╋｠ II. ╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 

╃ぃ[┿′〈┿»
03.10 》/《 «╉¨[¨╊╇ ╇ ╉┿‶〉]〈┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «╂¨╁¨[ぅ】┿ぅ ¨╀╄╆‒ぅ′┿»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «¨╂′╄′′┿ぅ ╊¨╁〉【╉┿»
03.20 》/《 «╇】╇〈╄ ╅╄′】╇′〉»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «‶[╇╆′┿〈を ╁╇′¨╁′｠╋»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «》┿╉╄[»
03.20 》/《 «‶[╇╆′┿〈を ╁╇′¨╁′｠╋»
04.50 》/《 «‶¨╃╉╇╃｠【»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «‶[¨[｠╁»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 〈[╇╊╊╄[ «〉╀╇╈]〈╁¨ ′┿ ¨╆╄[╄»
03.15 》/《 «‶[¨[｠╁»
04.50 》/《 «╅╄]〈¨╉╇╈ [¨╋┿′]»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «]╁¨╈ ][╄╃╇ 』〉╅╇》, 』〉╅¨╈ ][╄╃╇ 

]╁¨╇》»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «〈[┿′╆╇〈»
03.15 》/《 «╂¨╁¨[ぅ】┿ぅ ¨╀╄╆‒ぅ′┿»
04.50 》/《 «╅╄]〈¨╉╇╈ [¨╋┿′]»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.30 》/《 «╅╄]〈¨╉╇╈ [¨╋┿′]»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.20 «‶[╄╃‶[╇′╇╋┿〈╄╊を»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.20 ╉¨╋╄╃╇ぅ «′┿ ╃╄[╇╀┿]¨╁]╉¨╈ 》¨[¨【┿ぅ 

‶¨╂¨╃┿ ╇╊╇ ′┿ ╀[┿╈〈¨′-╀╇』 ¨‶ぅ〈を 
╇╃〉〈 ╃¨╅╃╇»

11.20 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 
]〈[┿]〈╄╈ - 2»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 》/《 «╂[〉‶‶┿ «ZETA»
16.30 》/《 «╋¨′〈┿′┿»
18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
19.00 》/《 «]╇╊を′╄╈【╇╈ 〉╃┿[»
21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 ╀¨╄╁╇╉ «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
01.50 ╀¨╄╁╇╉ «]╇╊を′╄╈【╇╈ 〉╃┿[»
03.50 ╀¨╄╁╇╉ «╋¨′〈┿′┿»
05.35 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.30 》/《 «╅╄]〈¨╉╇╈ [¨╋┿′]»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.05 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋╄╃¨╁｠╈ ╋╄]ぅ『»
11.20 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿. ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈ - 2»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 》/《 «╂[〉‶‶┿ «ZETA»
16.30 》/《 «]╄╋を ╉┿╀╇′¨╉»
18.30 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
19.00 ╀¨╄╁╇╉ «′¨╁｠╈ ╉〉╊┿╉ ぅ[¨]〈╇»
21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 ╀¨╈『¨╁]╉¨╄ 【¨〉
01.30 》/《 «′¨╁｠╈ ╉〉╊┿╉ ぅ[¨]〈╇»
03.10 》/《 «]╄╋を ╉┿╀╇′¨╉»
05.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

¨
》
¨
〈
┿

╇

[
｠
╀
┿
╊
╉
┿

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

╋┿′¨╋
18:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
19:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
20:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
20:40 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿ 〉 ¨]〈[¨╁┿ ╈╄
21:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
22:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 4. ╊╄¨′╇╃ ぅ╉〉╀¨╁╇』
23:00 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
23:30 [｠╀′｠╈ ]〈¨╊
23:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇ぅ ╁ ╀╄╊┿[〉]]╇ぃ
0:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
1:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
2:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
2:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
3:20 ¨》¨〈┿ ╁ ╋¨′╂¨╊╇╇
4:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
5:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁

5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
6:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
7:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
7:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
8:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
10:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
11:05 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
11:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
12:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
12:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
13:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
13:40, 4:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

╋┿′¨╋
14:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:10 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
15:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 

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

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

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

5:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
6:20 ¨》¨〈┿ ╁ ╋¨′╂¨╊╇╇
7:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
8:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
10:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
10:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
11:05 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
13:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
14:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
14:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
15:10 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
15:25 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
16:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
16:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

╋┿′¨╋
17:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:10 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
18:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 

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

6:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
6:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
7:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
7:40, 10:15, 14:00, 22:40, 1:15 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ 

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

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

╃┿╊╀╄[╂¨╋
1:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
2:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
2:40 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿ 〉 ¨]〈[¨╁┿ ╈╄
3:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
4:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
4:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 4. ╊╄¨′╇╃ ぅ╉〉╀¨╁╇』
5:00 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

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

╋┿′¨╋
20:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

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

5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿

7:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

8:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

9:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈

9:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿

10:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿

10:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

╋┿′¨╋

11:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

12:10 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇

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

╃┿╊╀╄[╂¨╋

13:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

╋┿′¨╋

13:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇

14:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈

14:40 ╀╄′╂┿╊を]╉╇╄ ╊¨╃¨』′╇╉╇

15:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

16:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 3. ‶┿╁╄╊ ‶¨‶¨╁╇』

17:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を-

╋┿′¨╋

17:30 [｠╀′｠╈ ]〈¨╊

17:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿

18:20 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿

18:55 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋

19:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

20:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

20:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

21:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿

22:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

23:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

41

╃
¨
╋
┿
【
′
╇
╈

V
IA

S
A

T
 ′

IS
T

O
R

Y
╃

〈
╁



しすさっっ, う けくう ゃにくせあょっくに せあっ つっさっい しっきぬ 
かっす けぉさぇとぇすぬしは お ゃさぇつせ.

╃ぇきに うきっのす けぉにおくけゃっくうっ こうすぬ くっ ゃ 
こさうはすくけえ おけきこぇくうう, ぇ ゃ けょうくけつおせ. 〉 くぇさ-
おけかけゅけゃ っしすぬ ょぇあっ すぇおけえ すっさきうく "‶ぬはく-
しすゃけ いぇ いぇおさにすにきう てすけさぇきう". ╋せあつうくせ, 
うきっのとっゅけ こさけぉかっきに し ぇかおけゅけかっき, こにすぇ-
っすしは しこぇしすう あっくとうくぇ. ′け っしかう けす こぬのとっえ 
こけかけゃうくおう けすゃっさくひすしは ぉかういおうえ つっかけゃっお, 
けぉとっしすゃっくくけっ きくっくうっ ぉせょっす ちっかうおけき くぇ 
っゅけ しすけさけくっ. ‶けねすけきせ あっくとうくぇ う  ぉさぇあ-
くうつぇっす "ゃすうたせておせ". ¨すひつくけしすぬ, けょにておぇ, 
くっいょけさけゃにえ ちゃっす かうちぇ, こかぇおしうゃけしすぬ, さぇい-
ょさぇあうすっかぬくけしすぬ, こっさったけょはとぇは ゃ ぇゅさっし-
しうゃくけしすぬ, – ゃけす ゃっつくにっ しこせすくうおう こぬのとっえ 
あっくとうくに. 

‶さっょしすぇゃうすっかぬくうちに しかぇぉけゅけ こけかぇ けす 
ぇかおけゅけかういきぇ すせこっのす. ╉ すぇおうき ゃにゃけょぇき 
こさうてかう ゅっさきぇくしおうっ せつひくにっ. ‶け うた きくっ-
くうの, きけいゅ あっくとうくに, くっさぇゃくけょせてくけえ お 
ゃにこうゃおっ, さぇいさせてぇっすしは いくぇつうすっかぬくけ ぉに-
しすさっっ きせあしおけゅけ. ┿かおけゅけかういき  くっういかっつうき 
こけ けこさっょっかっくうの, ねすけす ょうぇゅくけい けぉさっすぇっすしは 
こけあういくっくくけ. ╋けあくけ すけかぬおけ ぉさけしうすぬ こうすぬ, 
う さっきうししうは ぉせょっす ょかうすぬしは さけゃくけ しすけかぬおけ, 
しおけかぬおけ ゃ けさゅぇくういき くっ ぉせょっす こけしすせこぇすぬ 
ぇかおけゅけかぬ.

‶っさゃにえ あっ ゅかけすけお しこうさすくけゅけ こさうゃっょひす 
お しさにゃせ ゃ こせつうくせ ぉけかっいくう. ′け くぇぉかのょっくうは 
こけおぇいにゃぇのす, つすけ かっつっくうっ いぇゃうしうきにた けす 
ぇかおけゅけかは あっくとうく ょぇあっ ぉけかっっ せしこってくけっ, 
つっき かっつっくうっ きせあつうく: こさうさけょくぇは ゃにくけし-
かうゃけしすぬ けさゅぇくういきぇ こけいゃけかはっす こぇちうっくすおぇき 
ゃにたけょうすぬ ゃ きくけゅけかっすくうっ さっきうししうう. ¨ょくぇ-
おけ ねすぇ あっ ゃにくけしかうゃけしすぬ きけあっす しにゅさぇすぬ 
いかせの てせすおせ – おぇあせとっっしは ぉかぇゅけこけかせつうっ, 
きうくうきぇかぬくぇは こけかけあうすっかぬくぇは ょうくぇきうおぇ 
せあっ しつうすぇのすしは ゃにいょけさけゃかっくうっき, う さっょおぇは 
こさっょしすぇゃうすっかぬくうちぇ こさっおさぇしくけゅけ こけかぇ ょけ-
ゃけょうす おせさし かっつっくうは ょけ かけゅうつっしおけゅけ いぇゃっさ-
てっくうは.

′ぇ しぇきけき ょっかっ, けくぇ そういうつっしおう くっ きけ-
あっす ねすけゅけ しょっかぇすぬ, こけすけきせ つすけ ぇかおけゅけかういき 
– くっ ょせさくぇは こさうゃにつおぇ, ぇ すはあひかぇは ぉけかっいくぬ. 
ぁすうかけゃにえ しこうさす ゃしすさぇうゃぇっすしは ゃ けぉきっく ゃっ-
とっしすゃ さぇい う くぇゃしっゅょぇ, う っしかう ゃけいくうおぇっす 
そういうつっしおぇは いぇゃうしうきけしすぬ けす しこうさすくけゅけ, 
こけきけつぬ こさっけょけかっすぬ っひ きけあっす すけかぬおけ ゃさぇつ. 
╃ぇ う けす こしうたけかけゅうつっしおけえ いぇゃうしうきけしすう しぇ-
きけしすけはすっかぬくけ ういぉぇゃうすぬしは きけゅせす しつうすぇく-
くにっ っょうくうちに.
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〈ぇすぬはくぇ ╉┿ぃ╋¨╁┿, 
しすぇさてうえ こけきけとくうお こさけおせさけさぇ
』ぇしすけ かう ゃに, こけおせこぇは こさけょせおすに くぇ さにく-

おっ うかう ゃ きぇゅぇいうくっ, けぉさぇとぇっすっ ゃくうきぇくうっ くぇ 
しさけお うた ゅけょくけしすう? ╊うてぬ ょけきぇ, さぇしおかぇょにゃぇは 
おせこかっくくにっ こさけょせおすに ゃ たけかけょうかぬくうおっ, きに けぉ-
くぇさせあうゃぇっき こっさっせこぇおけゃぇくくせの おけかぉぇしせ うかう 
しにさ し くぇおかっえおけえ, こさうかっこかっくくけえ お しすぇさけえ, けぉけ-
いくぇつぇゃてっえ  うしすっおぇのとうえ しさけお ゅけょくけしすう. ]すけうす 
くぇこけきくうすぬ: しせとっしすゃせっす せゅけかけゃくぇは けすゃっすしすゃっく-
くけしすぬ いぇ こさけういゃけょしすゃけ, たさぇくっくうっ ゃ ちっかはた しぉに-
すぇ こさけしさけつっくくにた すけゃぇさけゃ, せゅさけあぇのとうた あういくう 
うかう いょけさけゃぬの こけすさっぉうすっかっえ. ]けゅかぇしくけ しす. 238 
〉╉ [《 いぇ さっぇかういぇちうの こさけょせおちうう, くっ けすゃっつぇの-
とっえ すさっぉけゃぇくうはき ぉっいけこぇしくけしすう, こさっょせしきけすさっ-
くけ しっさぬひいくけっ くぇおぇいぇくうっ ゃ ゃうょっ てすさぇそぇ ょけ 300 
すにしはつ させぉかっえ うかう かうてっくうは しゃけぉけょに. ╀けかっっ 
しすさけゅぇは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くぇしすせこぇっす いぇ すっ あっ 
ょっはくうは, っしかう けくう しけゃっさてっくに ゃ けすくけてっくうう すけ-
ゃぇさけゃ, こさっょくぇいくぇつっくくにた ょかは ょっすっえ ゃ ゃけいさぇしすっ 
ょけ てっしすう かっす, かうぉけ こけゃかっおかう こけ くっけしすけさけあくけ-
しすう こさうつうくっくうっ すはあおけゅけ ゃさっょぇ いょけさけゃぬの うかう 
しきっさすぬ つっかけゃっおぇ.

╁ そっゃさぇかっ ねすけゅけ ゅけょぇ こさけょぇゃっち けょくけゅけ うい ぉっ-
さひいけゃしおうた きぇゅぇいうくけゃ う ぉにかぇ けしせあょっくぇ こけ ねすけえ 
しすぇすぬっ. ╃うさっおすけさ ょぇくくけえ すけさゅけゃけえ すけつおう ゃ きぇっ 
こさけてかけゅけ ゅけょぇ こさうゃっいかぇ ょかは さっぇかういぇちうう くっ-
しおけかぬおけ ぉぇくけお しゅせとひくくけゅけ きけかけおぇ. ]さけお うた ゅけょ-
くけしすう うしすっおぇか ゃ うのくっ, くけ させおけゃけょうすっかぬ ぉにかぇ 
せゃっさっくぇ, つすけ せしこっっす すけゃぇさ ょけ ねすけゅけ きけきっくすぇ 
しぉにすぬ. ′け いぇおけくつうかしは こっさゃにえ かっすくうえ きっしはち, ぇ 
こさけょぇゃっち くうつすけあっ しせきくはてっしは ゃにしすぇゃうかぇ すけゃぇさ 
ゃ ゃうすさうくせ: ょかは くっひ ゅかぇゃくにき ぉにかけ さっぇかういけゃぇすぬ 
ぉぇくおう しけ しかぇょけしすぬの, ゃっょぬ けす ねすけゅけ いぇゃうしっかぇ 
くぇこさはきせの いぇさこかぇすぇ. ‶けおせこぇすっかぬ あっ くぇ こさけしさけ-
つっくくにえ すけゃぇさ けぉなはゃうかしは ぇあ ゃ けおすはぉさっ: きぇきぇ 
ょゃせた きぇかにてっえ おせこうかぇ こけ うた こさけしぬぉっ しかぇょけしすぬ ゃ 
こかぇしすうおけゃけえ ぉぇくけつおっ. 』すけ ぉにかけ こけすけき, くっすさせょ-
くけ ょけゅぇょぇすぬしは: おさけたう けすさぇゃうかうしぬ.

 ╁ しせょっぉくけき いぇしっょぇくうう ぉにかけ うししかっょけゃぇくけ いぇ-
おかのつっくうっ しぇくうすぇさくけ-こうとっゃけえ ねおしこっさすういに, くぇ 
おけすけさせの ぉにかぇ くぇこさぇゃかっくぇ ぉぇくおぇ しゅせとひくくけゅけ 
きけかけおぇ. ]けゅかぇしくけ っきせ こさけょせおす し うしすっおてうき しさけ-
おけき ゅけょくけしすう きけゅ ゃにいゃぇすぬ うくそっおちうけくくけっ いぇぉけ-
かっゃぇくうっ. ╉さけきっ すけゅけ, しけゅかぇしくけ 《っょっさぇかぬくけきせ 
いぇおけくせ «¨ おぇつっしすゃっ う ぉっいけこぇしくけしすう こうとっゃにた 
こさけょせおすけゃ» すぇおけえ すけゃぇさ くっ きけあっす くぇたけょうすぬしは ゃ 
けぉけさけすっ, けく こさういくぇひすしは くっおぇつっしすゃっくくにき, けこぇし-
くにき ょかは いょけさけゃぬは, くっ こけょかっあうす さっぇかういぇちうう.

‶さけょぇゃちに, すけさゅせのとうっ いぇかっあぇかにき こさけゃう-
ぇくすけき, くっ いぇょせきにゃぇのすしは け くぇてっき いょけさけゃぬっ, 
しすぇさぇのすしは けぉきぇくせすぬ  かのょっえ さぇょう ゃにさせつおう. 
′っ たけすうすっ ぉにすぬ けぉきぇくせすにきう – こさけゃっさはえすっ 
しぇきう しさけおう ゅけょくけしすう こさうこぇしけゃ, いぇょぇゃぇえすっ ゃけ-
こさけしに, しかけゃけき, ぉょうすっ!

╁╄[╃╇╉〈 ╁[┿』┿

┳╀╃┱┵┶┦┲ ┫┤ ┫┤┮┴┿┶┿┰┬ ┼┶┲┴┤┰┬
でづぎがぞござ ゑだげづんでど んずとだゎだずごぶぎと – 20-25 ずぎど

┿かひくぇ ╀┿╊┿【¨╁┿, ゃさぇつ こしうたうぇすさ-くぇさおけかけゅ ╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは 『╂╀»
┿かおけゅけかういき – しっさぬひいくぇは こさけぉかっきぇ 

しけゃさっきっくくけゅけ けぉとっしすゃぇ, くけ うきっくくけ 
あっくしおうえ ぇかおけゅけかういき ゃにいにゃぇっす けしけぉせの 
すさっゃけゅせ. ╁ けすかうつうっ けす きせあつうく こさっょしすぇ-
ゃうすっかぬくうちに しかぇぉけゅけ こけかぇ – くっ かのぉうすっかぬ-
くうちに くぇこうすおけゃ こけおさっこつっ う こさっょこけつうすぇ-
のす すけ, つすけ うきっっす くっゃにしけおけっ しけょっさあぇくうっ 
しこうさすぇ. ╇ こぬのす ょぇきに つぇとっ ゃ けょうくけつおせ. 
╁ うすけゅっ おさうゃぇは つうしかぇ ぇかおけゅけかぬいぇゃうしうきにた 
せこけさくけ うょひす ゃゃっさた. 

]ぇきぇは くっかっこぇは つせてぬ, おけすけさせの しこっちうぇ-
かうしすぇき こさうたけょうすしは しかにてぇすぬ ゃ こけしかっょくっっ 
ゃさっきは, – こうゃくけえ ぇかおけゅけかういき. ′っす すぇおけゅけ 
こけくはすうは, おぇお くっす ぇかおけゅけかういきぇ ゃうくくけゅけ, 
ゃけょけつくけゅけ, しぇきけゅけくくけゅけ, おけくぬはつくけゅけ. 
╄しすぬ こさけしすけ ぇかおけゅけかういき – ぉけかっいくぬ, ゃに-
いゃぇくくぇは せこけすさっぉかっくうっき ゃしっゅけ, つすけ しけ-
ょっさあうす ゅさぇょせし. ╁ こうゃっ すさう-こはすぬ こさけちっく-
すけゃ ぇかおけゅけかは. ╆くぇつうす, つうしすけゅけ しこうさすぇ ゃ 
かうすさけゃけえ ぉせすにかおっ けおけかけ 50 ゅさぇききけゃ. 
╃けゃけょうき しこうさす ょけ ゃけょけつくにた けぉけさけすけゃ, 
こけかせつぇっすしは, つすけ かうすさけゃぇは ぉせすにかおぇ こうゃぇ 
さぇゃくぇ 200 ゅさぇききぇき «ぉっかっくぬおけえ». ╅っく-
とうくに こさっょこけつうすぇのす こうゃけ う きけゅせす ゃにこうすぬ 
っゅけ きくけゅけ. ┿ ゃ こっさっゃけょっ くぇ ゃけょおせ こけかせ-
つぇっすしは, つすけ こさうくうきぇのす くぇ ゅさせょぬ ゅけさぇいょけ 
ぉけかぬてっ, つっき きせあつうくに. 

] ぇかおけゅけかういきけき, ぇ すっき ぉけかっっ あっくしおうき, 
っしすぬ さうしお こさけうゅさぇすぬ しさぇあっくうっ. ╁け ゃしはおけき 
しかせつぇっ, けぉとっしすゃけ こけょ せょぇさけき ょけ すった こけさ, 
こけおぇ  さっおかぇきぇ くっ こさっおさぇすうす すうさぇあうさけゃぇ-
くうっ こけかけあうすっかぬくにた "こうゃくにた" けぉさぇいけゃ:  
ょさせいぬは さぇょう こけしうょっかけお いぇ ぉけおぇかけき こっくくけ-
ゅけ くぇこうすおぇ けすきっくはのす こけかひす, けすおかぇょにゃぇのす 
ゃぇあくにっ ょっかぇ. ╇ こせしすぬ ゃっしぬ きうさ こけょけあょひす, 
こけおぇ すに しけこぬひてぬしは... 

]っゅけょくは ゃしひ ぉけかぬてっ あっくとうく しすぇくけゃはす-
しは ぇかおけゅけかうつおぇきう. 』うしかけ うた くっういゃっしすくけ 
ゃ しうかせ こけくはすくにた こさうつうく: かせつてぇは こけかけ-
ゃうくぇ つっかけゃっつっしすゃぇ くっ ぇそうてうさせっす しゃけう 
こさうしすさぇしすうは. ′け こさけえょうすっしぬ こけ せかうちぇき, 
しおゃっさうおぇき う こぇさおぇき ゅけさけょぇ, う すけゅょぇ ゃぇき 
しすぇくっす こけくはすっく きぇしてすぇぉ こさけぉかっきに. ]こう-
ゃぇのすしは すっこっさぬ くっ すけかぬおけ けょうくけおうっ あっく-
とうくに, くけ う しけしすけはとうっ ゃ ぉさぇおっ う うきっのとうっ 
ょっすっえ. ╅っくしおうえ ぇかおけゅけかういき しすさっきうすっかぬくけ 
きけかけょっっす: しさっょくうえ ゃけいさぇしす ぇかおけゅけかうつっお 
しけしすぇゃかはっす 20-25 かっす. 

]ぇきにきう こぬのとうきう ゃ きうさっ しつうすぇのすしは うさ-
かぇくょおう: 57 こさけちっくすけゃ あうすっかぬくうち しすさぇくに 
ゃ ゃけいさぇしすっ けす 17 ょけ 30 かっす いかけせこけすさっぉかは-

のす しこうさすくにき. ╃ぇかっっ しかっょせのす ぇくゅかうつぇくおう 
(33 こさけちっくすぇ), くっきおう (こはすぬ こさけちっくすけゃ), 
こけすけき ゅさっつぇくおう, うすぇかぬはくおう, させきにくおう う 
のあくけぇそさうおぇくおう. ╁ [けししうう – けおけかけ ょゃせた 
きうかかうけくけゃ たさけくうつっしおう こぬのとうた くぇてうた しけ-
けすっつっしすゃっくくうち. ╄とひ ょっしはすぬ かっす くぇいぇょ くぇ 
ょっしはすぬ ぇかおけゅけかうおけゃ こさうたけょうかぇしぬ すけかぬおけ 
けょくぇ あっくとうくぇ, すっこっさぬ – つっすにさっ. 

〉 こぬのとうた あっくとうく ゃょゃけっ つぇとっ ゃしすさっ-
つぇのすしは ゅっこぇすうすに う ちうささけい こっつっくう. ¨ょうく 
いぇこけえ ぉっいゃけいゃさぇすくけ さぇいさせてぇっす 30 すにしはつ 
おかっすけお ゅけかけゃくけゅけ きけいゅぇ. ′っ ゅけゃけさは せあっ 
け すけき, つすけ ぉかぇゅけょぇさは ょさせあぉっ し いっかひくにき 
いきうっき こさっおさぇしくにえ こけか すっさはっす しこけしけぉ-
くけしすぬ お ゃけしこさけういゃけょしすゃせ こけすけきしすゃぇ. 

╅っくしおうえ ぇかおけゅけかういき うきっっす しゃけう けしけ-
ぉっくくけしすう. ╁ っゅけ さぇいゃうすうう けこさっょっかはのとせの 
さけかぬ うゅさぇっす ゅっくっすうおぇ. 〉 ょけつっさう こぬのとっえ 
きぇすっさう さうしお さぇいゃうすうは ぇかおけゅけかういきぇ ゃ つっ-
すにさっ さぇいぇ ゃにてっ, つっき せ しにくぇ. ‶さっおさぇしくぇは 
こけかけゃうくぇ つっかけゃっつっしすゃぇ しこうゃぇっすしは ぉに-
しすさっっ! ╄しかう せ きせあつうく ねすぇ ぉけかっいくぬ さぇいゃう-
ゃぇっすしは ょっしはすうかっすうはきう, すけ あっくとうくぇき ょけ-
しすぇすけつくけ すさひた かっす, つすけぉ けぉさっしすう あひしすおせの 
いぇゃうしうきけしすぬ けす ぇかおけゅけかは. ぁすぇ けしけぉっくくけしすぬ 
しゃはいぇくぇ し せしすさけえしすゃけき あっくしおけゅけ けさゅぇくうい-
きぇ: ゃ くひき  きっくぬてっ, つっき せ きせあつうく, ゃけょに 
う きにてっつくけえ きぇししに. ]けけすゃっすしすゃっくくけ, おけく-
ちっくすさぇちうは ぇかおけゅけかは ぉせょっす いくぇつうすっかぬくけ 
ゃにてっ. ╅っくしおうえ ぇかおけゅけかういき さぇいゃうゃぇっすしは 
こけいょくっっ, ゃ しさっょくっき こけしかっ 26 かっす, くけ いぇ-
ぉけかっゃぇくうっ せ あっくとうく こさけゅさっししうさせっす ぉに-

ぅ╆｠╉¨╋ 『╇《[
′ぇ 1 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ 

くぇ せつひすっ せ ゃさぇつぇ-くぇさおけかけゅぇ 

╀っさひいけゃしおけえ 『╂╀ しけしすけうす 72 あっくとうくに.

╇い くうた 12 – し ぇかおけゅけかぬくにき こしうたけいけき, 

60 – し たさけくうつっしおうき ぇかおけゅけかういきけき.
〈ぇおあっ いぇ せこけすさっぉかっくうっ しこうさすくにた 
くぇこうすおけゃ こけしすぇゃかっくに くぇ せつひす ょゃっ 

ょっゃせておう-こけょさけしすおぇ う けょうく さっぉひくけお.
╅っくしおぇは くぇさおけこぇすけかけゅうは けす けぉとっゅけ 

つうしかぇ ぉけかぬくにた, しけしすけはとうた 
くぇ ょうしこぇくしっさくけき せつひすっ, ゃにゅかはょうす すぇお:

2006 ゅ. – 22%, 2007 ゅ. – 25%, 
2008 ゅ. – 25%, 2009 ゅ. – 26%, 

2010 ゅ. – 29%

]っゅけょくは くぇさっおぇくうは くぇ 
さぇぉけすせ さっゅうしすさぇすせさに こけ-
かうおかうくうおう わ1 – さっょおう: こけ 
せすさぇき, ゃ つぇしに こうお, けすおさにすに 
ゃしっ つっすにさっ けおくぇ, さっゅうしすさぇ-
すけさに ょっえしすゃせのす ゃ こぇさっ, 
けょうく しけすさせょくうお いぇくうきぇっす-
しは し おぇさすけつおけえ ぉけかぬくけゅけ, 
ょさせゅけえ けそけさきかはっす っきせ ょけ-
おせきっくすに くぇ おけきこぬのすっさっ. 
′ぇょけ けすきっすうすぬ, つすけ けぉなひき 
さぇぉけすに さっゅうしすさぇすせさに ゃ こけ-
しかっょくっっ ゃさっきは いくぇつうすっかぬくけ 
せゃっかうつうかしは, いょっしぬ «けぉさぇぉぇ-
すにゃぇのす» くっ すけかぬおけ こさうひきに 
お ょけおすけさぇき こけかうおかうくうおう, 
くけ う ゃっょせす うくすっさくっす-いぇこう-
しう くぇ こさうひき ゃ けぉかぇしすくにっ 
ぉけかぬくうちに. ′け おけかかっおすうゃ ゃ 
こけょさぇいょっかっくうう こけょけぉさぇかしは 
きけぉうかぬくにえ, う すぇおうっ しかけあ-
くけしすう っきせ ゃこけかくっ こけ こかっつせ. 

╂╊┿] ′┿[¨╃┿
とばがん がぎぞぽゎご ばびだがéど?

«╃っすしすゃけ こけょ ゅさうぉおけき», ╀[ けす 12 きぇさすぇ
VIT, しぇえす «╁ergrad.ru»
′ぇ さっきけくす ょっすしおうた ぉけかぬくうち, おぇお ゃしっゅょぇ,  ょっくっゅ くっす, ぇ くぇ 

しすさけうすっかぬしすゃけ ちっさおゃっえ しさっょしすゃぇ ゃ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ おぇいくっ 
くぇたけょはすしは. ╇ くぇこかっゃぇすぬ, つすけ ╉けくしすうすせちうは しすさぇくに, ゅかぇゃくにえ 
っひ いぇおけく, こさう ねすけき くぇさせてぇっすしは.

ゐぎがぞだでどぽ – ぞぎ ぢだづだと
«[けょけゃにっ したゃぇすおう», ╀[ けす 8 そっゃさぇかは
╄かっくぇ ‶╄〈[¨╁┿, きぇきぇ ょゃけうた ょっすっえ  
]けゅかぇしくぇ, つすけ ぉっょくけしすぬ ゃ くぇてっき さけょょけきっ おさぇえくはは: うくゃっく-

すぇさぬ ょけこけすけこくにえ, おさけゃぇすう こぇくちうさくにっ. ‶けこさけしうかぇ おくうゅせ あぇ-
かけぉ う こさっょかけあっくうえ, けおぇいぇかけしぬ, こさけしすにき しきっさすくにき けくぇ くっょけ-
しすせこくぇ. ╃ゃぇあょに さけあぇかぇ ゃ くぇてっえ ぉけかぬくうちっ, きぇかけ つすけ きっくはっすしは 
ゃ くっえ し ゅけょぇきう. ╅ぇかぬ くっ すけかぬおけ こぇちうっくすけお, くけ う きっょこっさしけくぇか: 
ゃさぇつう, ょっえしすゃうすっかぬくけ, くっ ゃうくけゃぇすに ゃ たさけくうつっしおけえ くうとっすっ せつ-
さっあょっくうは, ゅょっ けくう ょけぉさけしけゃっしすくけ さぇぉけすぇのす. ┿ ゃにてっ しゃけっえ ゅけ-
かけゃに うき くっ こさにゅくせすぬ. ╄しかう ゅけしせょぇさしすゃせ くせあくに いょけさけゃにっ ょっすう 
う あっくとうくに, こせしすぬ つうくけゃくうおう くっ こさけしすけ ょっおかぇさうさせのす ねすけ, ぇ 
こさうくうきぇのす しさけつくにっ う ねそそっおすうゃくにっ きっさに. 

╁｠ ]‶[┿【╇╁┿╊╇

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

》けすっかぇ こけえすう くぇ こさうひき お けおせ-
かうしすせ, くけ いぇこうしぬ くぇ ょゃっ くっょっかう 
ゃこっさひょ, う くっ そぇおす, つすけ ゃ しかっ-
ょせのとせの こはすくうちせ し せすさぇ きくっ 
せょぇしすしは くぇおけくっち いぇこうしぇすぬしは. 
‶かぇすくけゅけ こさうひきぇ すけあっ くっす,  おぇお 
あっ ぉにすぬ? ′ぇ ぉっしこかぇすくけっ 〉╆╇ 
ぉさのてくけえ こけかけしすう すけあっ くっゃけい-
きけあくけ こけこぇしすぬ: こさっょけしすぇゃかはのす 
ゃしっゅけ 18 すぇかけくけゃ くぇ くっょっかの. ┿ 
こかぇすくけ ょかは きっくは けつっくぬ くぇおかぇょ-
くけ, す.お. は くっ さぇぉけすぇの, しうあせ し さっ-
ぉひくおけき, あうゃひき くぇ けょくせ いぇさこかぇ-
すせ きせあぇ. ぅ せゃっさっくぇ, つすけ すぇおうた 
きくけゅけ, おぇお ぉにすぬ?

′ぇすぇかぬは

╁に けぉさぇすうかうしぬ ゃ すけす こっさうけょ, おけゅょぇ 
ゃさぇつ-けそすぇかぬきけかけゅ ぉにか ゃ けつっさっょくけき 
けすこせしおっ. ╁ ねすけき しかせつぇっ おけかうつっしすゃけ 
すぇかけくけゃ ゃさっきっくくけ せきっくぬてうかけしぬ. 
〈ぇかけくに くぇ 〉╆╇ けさゅぇくけゃ ぉさのてくけえ 
こけかけしすう こけしすせこぇのす ゃ さっゅうしすさぇすせさせ 
ゃ けぉなひきっ, しけけすゃっすしすゃせのとっき くぇゅさせい-
おっ くぇ ゃさぇつぇ. ′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ 
おけかうつっしすゃけ すぇかけくけゃ せゃっかうつっくけ いぇ 
しつひす しゃっさたくけさきぇすうゃくにた くぇゅさせいけお.

ぁた, しけゃしっき ゃっしっくくはは こけゅけょぇ 
しっゅけょくは くぇ せかうちっ, しおけさけ おかっとう 
くぇつくせす ゃにかっいぇすぬ. ‶け すったくうおっ 
ぉっいけこぇしくけしすう ょかは ゃにっいあぇのとうた 
くぇ こけかっゃにっ さぇぉけすに ゃ ねくょっきうつ-
くにっ さっゅうけくに さっゃぇおちうくぇちうは こさけ-

ゃけょうすしは っあっゅけょくけ. ╉すけ しけゃしっき くっ 
こさうゃうす – こさうゃうゃぇえすっしぬ! ╉しすぇすう, 
おぇお ねすけ きけあくけ しょっかぇすぬ ゃ くぇてっえ 
ぉけかぬくうちっ?

╇ゅけさぬ
‶けおせこぇえすっ かのぉせの うい うきっのとうたしは 

ゃ ぇこすっおっ こさうゃうゃけお う ゃぇき こけしすぇゃはす 
せおけか ぉっしこかぇすくけ ゃ こさうゃうゃけつくけき おぇ-
ぉうくっすっ わ118 こけかうおかうくうおう わ1. 
╁すけさせの こさうゃうゃおせ くせあくけ ぉせょっす 
こけしすぇゃうすぬ つっさっい きっしはち, すさっすぬの 
– つっさっい こけかゅけょぇ. ╄しすぬ ゃぇおちうくに, 
おけすけさにっ きけあくけ しすぇゃうすぬ さっぉひくおせ 
し てっしすう きっしはちっゃ. ′け しかっょせっす こさっ-
あょっ こさけおけくしせかぬすうさけゃぇすぬしは せ ゃぇ-
てっゅけ こっょうぇすさぇ. 

‶さうゃうゃけつくにえ おぇぉうくっす こけかうおかう-
くうおう わ1 さぇぉけすぇっす ゃ こけくっょっかぬくうお, 
ゃすけさくうお, しさっょせ, こはすくうちせ  し 9.00 ょけ 
16.00, つっすゃっさゅ – し 11.00 ょけ 18.00. 
╁さぇつ-うききせくけかけゅ くぇてっえ ぉけかぬくうちに 
さっおけきっくょせっす ぇゃしすさうえしおせの, くっきっち-
おせの うかう きけしおけゃしおせの ゃぇおちうくに. ‶け 
きくっくうの しこっちうぇかうしすぇ, けすかうつぇのすしは 
けくう うしおかのつうすっかぬくけ ちっくけえ う くっおけ-
すけさにきう くっいくぇつうすっかぬくにきう たぇさぇおすっ-
さうしすうおぇきう. 〈ぇお くぇいにゃぇっきにっ すうすさに 
しけたさぇくはのすしは せ ゃしった すさひた ゃぇおちうく. 

]すけうす くぇこけきくうすぬ う け しすさぇたけゃおっ: くっ-
けぉたけょうきぇは ゃっとぬ う しすけうす くっょけさけゅけ, ぇ 
こけかぬいに きくけゅけ. ╆ぇこかぇすうすっ いぇ しすさぇたけゃ-
おせ ゃ しさっょくっき 250 させぉかっえ, いぇすけ ゃ ぉけかぬ-

くうちっ ゃぇき ゃゃっょせす うききせくけゅかけぉせかうく 
ぉっしこかぇすくけ. ╃ぇあっ っしかう ねすけえ ぉけかぬくうちに 
くっす ゃ しこうしおっ しすさぇたけゃけえ おけきこぇくうう, ぇ 
ゃに いぇこかぇすうかう ょっくぬゅう, こけすけき ]╉ ゃぇき 
ゃしっ さぇしたけょに おけきこっくしうさせっす, くっけぉたけょう-
きけ すけかぬおけ しけぉさぇすぬ ゃしっ つっおう う しこさぇゃおう.

‶けきくうすっ, つすけ うききせくけゅかけぉせかうく 
しっえつぇし けつっくぬ ょけさけゅけえ (けおけかけ すにしは-
つう させぉかっえ), う ゃ くぇてっき さっゅうけくっ っゅけ 
ぉっしこかぇすくけ くっ しすぇゃはす. ′ぇ つっかけゃっおぇ, 
ゃっし おけすけさけゅけ 70 おゅ, くっけぉたけょうきけ ぇあ 
しっきぬ ょけい. ╃っかぇえすっ ゃにゃけょに.

¨すゃっすに こけょゅけすけゃうかぇ 
こさっしし-しかせあぉぇ 『╂╀

《¨〈¨《┿╉〈
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]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

]こっちすったくうおぇ

〉しかせゅう ╂させいけこっさっゃけいおう

[ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╅うゃけすくにっ

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇの おけい, せか. ‶さけかっすぇさ-
しおぇは, 5, おゃ. 13.

[╄╉╊┿╋┿

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

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ぁおしおぇゃぇすけさ ぃ╋╆ 2621, 1994 
ゅ.ゃ. 『. 160 す.さ. 8-922-61-02-595.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〈さぇくしこけさす

╁ぇおぇくしうう ╇とせ さぇぉけすせ
• ‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけしゃぇさとうお, ぉっすけく-
とうお, おぇきっくとうお, てすせおぇすせさ-
きぇかはさ. 8-922-17-61-201.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけしゃぇさとうお, ぉさうゅぇょぇ 
しすさけうすっかっえ. 8-922-17-61-201.

[╄╉╊┿╋┿

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

• [っこっすうすけさ (ぇくゅかうえしおうえ, そさぇく-
ちせいしおうえ). 8-950-64-25-829.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ. 8-902-27-29-308, 
8-919-36-78-112.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ. 8-922-10-64-055.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっ-
くうは ゃ 〈『 «╋けくっすおぇ», 10-45 き2. 〉か. 
╉さ. ╂っさけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇくう こけょ おかのつ. 8-952-72-72-906.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨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).

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけっおすうさけゃぇくうっ う しすさけう-
すっかぬしすゃけ. 8-919-38-51-988.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ-こさけそっししうけくぇか し 
きくけゅけかっすくうき しすぇあっき ぉっさっすしは 
いぇ こけかくにえ うかう つぇしすうつくにえ さっ-
きけくす ゃぇてっえ おゃぇさすうさに (っゃさけこけ-
すけかおう, けぉけう, てこぇおかっゃおぇ, かぇきうくぇす, 
おぇそっかぬ, しぇくすった., ねか. さぇぉけすに う っとっ 
きくけゅけっ ょさ.). ╁にしけおけっ おぇつっしすゃけ, 
ぉっい ゃにたけょくにた. 8-902-44-14-019 
(┿さしっくうえ).

[╄╉╊┿╋┿

• ╂けかせぉう くぇ しゃぇょぬぉせ. 8-904-98-
15-455.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけゃけかけおぇ: ゃはいぇかぬくぇは, おけ-
かのつぇは, ぇさきぇすせさぇ. (34369) 4-24-

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-
529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-
145.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉うけしお. 8-908-90-31-708.
[╄╉╊┿╋┿

• ]すぇさにえ しさせぉ, 6,5た6, こけょ おさに-
てっえ. 8-952-14-00-132.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ さっおかぇきっ, さぇ-
ぉけすぇ ゃ けそうしっ, 20-45 かっす, い/こ 
ょけしすけえくぇは. 4-90-35, 4-40-56.

[╄╉╊┿╋┿

• [せおけゃけょうすっかぬ けすょっかぇ さっ-
おかぇきに, け/さ, い/こ ょけしすけえくぇは. 
4-40-56.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉させこくぇは そぇさきぇちっゃすうつっしおぇは 
おけきこぇくうは こさうゅかぇてぇっす くぇ ゃぇおぇく-
しうう: 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. ¨そうちうぇかぬくけっ 
すさせょけせしすさけえしすゃけ, しすぇぉうかぬくぇは いぇさ-
こかぇすぇ, ょけしすぇゃおぇ. [ぇえけく 〉╆‶], せか. 
╉けかぬちっゃぇは, 13. 215-89-16.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╊うちっくいうさ. けたさぇくくうおう, 
しけち. こぇおっす. 4-43-78.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ こさけょぇあぇき しけ 
いくぇくうっき こしうたけかけゅうう. 8-902-87-80-
258.

[╄╉╊┿╋┿

• 【うくけきけくすぇあくうお, けこにす さぇぉけ-
すに けぉはいぇすっかっく. 8-904-38-32-525.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう-ねおしこっょうすけさに, い/こ 
けす 20 す.さ. 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇいくけさぇぉけつうえ, い/こ 11 す.さ. 266-
30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいつうおう くぇ しおかぇょ. 266-30-33.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきこかっおすけゃとうおう, 2/2 (くけつ-
くにっ しきっくに). 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨こっさぇすけさ ‶╉, いくぇくうっ "1]". 
266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお さぇきとうおぇ くぇ かっく-
すけつくせの こうかけさぇきせ. 8-922-02-64-891.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゅっくす こけ さっおかぇきっ. 4-40-56.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 
す, けすしっゃ, とっぉっくぬ. ┿ゃすけねゃぇおせぇすけさ. 
8-922-20-38-896.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す, 
けすしっゃ, とっぉっくぬ, すけさそ. ┿ゃすけねゃぇおせぇ-
すけさ.  8-922-21-31-317. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╉さぇく-きぇくうこせかはすけさ, 6 き, 5 す. 
8-950-64-42-925.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
8-922-12-94-898. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[, 6 き, 6 す. 
8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけこっさっゃけいおう けす 1 おゅ ょけ 3 す. 
8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-11-04-213.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-909-01-88-703.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

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

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

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

1300

14
00

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

‶さけょせおすに こうすぇくうは
ÊÓÏËÞ

• ╋けさおけゃぬ. 8-952-74-11-446.
[╄╉╊┿╋┿

• ダ┊┍─ 
• デ┅┉└-┄│┅┐┈
• ゼ┅┆┊┎┌┍─┒┍┛┅ 

┄│┅┐┈
• ダ┒┄┅┋┊─ ┊│─┐┒┈┐
• ヂ┋┈┒┊─
• ズ─┌┈┍─┒
┧╄》╄〈』′ょ ‶╄を╉『』╆╄

8-950-63-34-719
[╄╉╊┿╋┿
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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

[╄
╉╊

┿╋
┿

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, êîâàíûå èç?åëèÿ

せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ
(き-く "╉うさけゃしおうえ")

8-919-36-40-690

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

┋〞┗┇┌┒, ┎┊┇┑┚, 
━〞┌┌┚, ┑┏┒─┚

┇ ┑.┃. 
(343) 361-15-10

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

ザ┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ 

"Ëèäåð ïëþñ"
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒

• ┏┅┊─┐┅┉
• ┊┎┍┄┈┒┅┐┎│

┎┏┄┃┍┐┑〞━┊┞┄┑┐┞ 
┍─┘┄┅┇┑┇┄

8-904-54-00-035

[╄
╉╊

┿╋
┿

だだだ 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

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

〈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

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

Â êàôå «Îòäûõ»
òðåáóþòñÿ:

◊ ┎┍━〞┏
◊ ┋┍┈┘┇┕〞 ┎┍┐┒┃┚

8-912-24-83-669
[╄

╉╊
┿╋

┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃かは さぇしてうさっくうは ぉういくっしぇ すけさゅけゃけきせ ょうさっおすけさせ 
òðåáóþòñÿ ìåíåäæåðû 

ïî ïðîäàæàì. 
Îáó÷åíèå!

〈っか.: 8-922-22-75-274 ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 10-00 ょけ 16-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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

‶さうゅかぇてぇっき 
くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ:

しこっちうぇかうしすぇ こけ しゃぇさおっ 
こけかうきっさくにた きぇすっさうぇかけゃ

(きせあつうくぇ 25-45 かっす, 
ゃにしてっっ けぉさぇいけゃぇくうっ, けぉせつっくうっ)

しかっしぇさは 
きったぇくけしぉけさけつくにた さぇぉけす
(きせあつうくぇ 25-45 かっす, くぇゃにおう 

しゃぇさとうおぇ, けこにす さぇぉけすに)

8-904-98-11-141

[╄
╉╊

┿╋
┿

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぞí äëÜö　¢ñÖóó  çïñú öëÜÑÜçÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöó とÜëïí¡Üç ぜ.ゎ. äëóÖó-
½í¿ ïí½Üñ í¡öóçÖÜñ Üôíïöóñ ç ëí£çóöóó ó ½ÜÑñëÖó£íîóó ÇÜëÜÑï¡Üú  
öñ¿ñâÜÖÖÜú ïç　£ó Ç. ゐñëñ£Üçï¡ÜÇÜ ó ëíßÜôóê äÜïñ¿¡Üç. ごïöÜëó　 ëí£-
çóöó　 ïç　£ó ç Ç. ゐñëñ£Üçï¡Ü½ öñïÖÜ äñëñä¿ñöíñöï　 ï äëÜâñïïóÜÖí¿á-
ÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜïöá0 ぜóêíó¿í ゎñÜëÇóñçóôí. 

で 1964 äÜ 1978 ÇÇ. とÜëïí¡Üç ぜ.ゎ. ëíßÜöí¿ ßñïï½ñÖÖÜ ç ÑÜ¿¢ÖÜïöó 
Öíôí¿áÖó¡í ゐñëñ£Üçï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü£¿í ïç　£ó. ぞñçÜ£½Ü¢ÖÜ äñëñ-
ÜîñÖóöá ¿óôÖ▲ú ç¡¿íÑ ó £íï¿ÜÇó ç ÜßñïäñôñÖóó ÜïöÜúôóç▲ê öñ½äÜç 
ëí£çóöó　 ïëñÑïöç ïç　£ó ç Öíüñ½ ÇÜëÜÑñ. ゑ 1970 ÇÜÑÜ ß▲¿í äÜïöëÜñÖí 
äñëçí　 ç ÇÜëÜÑñ Ññ¡íÑÖÜüíÇÜçí　 んどで-2 Öí 2100 ÖÜ½ñëÜç, äëÜï¿Ü-
¢óçüí　 çñëÜú ó äëíçÑÜú ¢óöñ¿　½ ó äëñÑäëó　öó　½ ÑÜ 2006 ÇÜÑí. 

ぞñóïï　¡íñ½í　 ~ÖñëÇó　 ó äëñÑíÖÖÜïöá ¿0ßó½Ü½Ü Ññ¿Ü, ç▲ïÜ¡óú 
äëÜâñïïóÜÖí¿ó£½ ïöí¿ó Üßëí£îÜ½ ç▲ïÜôíúüñÇÜ ½íïöñëïöçí Ñ¿　 

ï¿ñÑÜ0àóê äÜ¡Ü¿ñÖóú ïç　£óïöÜç.

╉けかかっおすうゃ ╀っさっいけゃしおけゅけ ちったぇ しゃはいう

10 きぇさすぇ ゃ ゃけいさぇしすっ 72 かっす 
せてっか うい あういくう 

いぇきっつぇすっかぬくにえ つっかけゃっお
[《『』╅[《╇ 

ぜóêíó¿ ゎñÜëÇóñçóô.

ゑ▲ëí¢íñ½ óï¡ëñÖÖóñ ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖó　 
ëÜÑÖ▲½ ó ß¿ó£¡ó½ 

ó ï¡Üëßó½ ç½ñïöñ ï Öó½ó. 
ぢí½　öá Ü ぜóêíó¿ñ ゎñÜëÇóñçóôñ 

ÖíçïñÇÑí ïÜêëíÖóöï　 ç Öíüóê ïñëÑîíê.

╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け さっいせかぬすぇすぇた すけさゅけゃ こけ 
こさけょぇあっ きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: おけきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.

╃ぇすぇ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ: 11 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ.
¨ぉなっおす こさけょぇあう: くっあうかにっ こけょゃぇかぬくにっ こけきっとっくうは わ1-

20 けぉとっえ こかけとぇょぬの 401,6 き2, さぇしこけかけあっくくにっ こけ ぇょさっしせ: ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╉けしにた, 5.

′ぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた ぉにかけ こけょぇくけ 2 いぇはゃおう, こさういくぇくに せつぇしすくうおぇきう 
すけさゅけゃ ¨さかけゃ ╇.ぃ. う 【うさけおけゃぇ ].┿. ‶けぉっょうすっかっき こさういくぇく ¨さかけゃ 
╇.ぃ. し ちっくけえ しょっかおう こさうゃぇすういぇちうう 3090000 させぉかっえ, ゃおかのつぇは ′╃].

[╄╉╊┿╋┿

╉¨╋╇〈╄〈 ‶¨ 〉‶[┿╁╊╄′╇ぃ ╇╋〉】╄]〈╁¨╋ 
╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿

こせぉかうおせっす うくそけさきぇちうの け さっいせかぬすぇすぇた すけさゅけゃ こけ こさけょぇあっ 
いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, しけしすけはゃてうたしは 16.03.2011 ゅ.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っ-
さっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.

¨そうちうぇかぬくぇは こせぉかうおぇちうは け すけさゅぇた: ゅぇいっすぇ «╀っさっいけゃしおうえ 
さぇぉけつうえ» わ 14 (9689) けす 12.02.2011.

]ゃっょっくうは け こさっょきっすぇた すけさゅけゃ:
╊けす 1. ╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお けぉとっえ こかけとぇょぬの 1592,0 き2 ゃ こ. ¨お-

すはぉさぬしおけき ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ せか. ]こけさすうゃ-
くけえ, 12, おぇょぇしすさけゃにえ くけきっさ 66:35:0208002:126, さぇいさってっくくけっ うし-
こけかぬいけゃぇくうっ – うくょうゃうょせぇかぬくけっ あうかうとくけっ しすさけうすっかぬしすゃけ.

¨しくけゃぇくうっ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ – こけしすぇくけゃかっくうっ ゅかぇゃに ╀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 けす 01.02.2011 ゅ. わ34.

[っいせかぬすぇす すけさゅけゃ: ╃かは せつぇしすうは ゃ ぇせおちうけくっ こけ こさけょぇあっ いっきっかぬ-
くけゅけ せつぇしすおぇ こけょぇくぇ けょくぇ いぇはゃおぇ ╉かうてうくぇ ぃ.┿. ′ぇ けしくけゃぇくうう 
こ.こ.1 こ. 26 しす. 38.1 ╆っきっかぬくけゅけ おけょっおしぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう 
う こさけすけおけかぇ けぉ うすけゅぇた ぇせおちうけくぇ けす 16.03.2010 ぇせおちうけく こさういくぇく 
くっしけしすけはゃてうきしは.

╊けす 2. ╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお けぉとっえ こかけとぇょぬの 1569,0 き2 ゃ こ. ╊け-
しうくけき ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ せか. ╉ぇかうくうくぇ, 26, 
おぇょぇしすさけゃにえ くけきっさ 66:35:0202003:90, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇ-
くうっ - ょかは うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ あうかうとくけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ.

¨しくけゃぇくうっ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ – こけしすぇくけゃかっくうっ ゅかぇゃに ╀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 けす 01.02.2011 ゅ. わ34-1.

[っいせかぬすぇす すけさゅけゃ: ╃かは せつぇしすうは ゃ ぇせおちうけくっ こけ こさけょぇあっ いっきっかぬ-
くけゅけ せつぇしすおぇ くっ こけょぇくけ くう けょくけえ いぇはゃおう. ′ぇ けしくけゃぇくうう こさけすけおけかぇ 
けぉ うすけゅぇた すけさゅけゃ けす 16.03.2011 ぇせおちうけく こさういくぇく くっしけしすけはゃてうきしは. 

[╄╉╊┿╋┿



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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66061. 〈うさぇあ 2920 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

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

19 ìàðòà
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8
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╀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).

[╄╉╊┿╋┿

]すせょうは しすうかは 
TREND

┒┉┊〞┃┉〞 – 500 ëÜß.
┋〞┉┇┞┅ – 500 ëÜß.

(ïçíÑñßÖ▲ñ, ÑÖñçÖ▲ñ, 
çñôñëÖóñ, Ñ¿　 ïéñ½Ü¡)

┉┍┌┐┒┊┛┑〞┕┇┞ ┐┑┇┊┇┐┑〞
 – 500 ëÜß.

┏〞─┍┑〞 ┐ ┍─┏〞┆┍┋ 
Üö 700 ëÜß./ôíï

┏〞┆─┍┏ │〞┏┃┄┏┍─〞, 
┐┍┎┏┍━┍┅┃┄┌┇┄ ┌〞 ┗┍┎┇┌│┄, 
┐┍┐┑〞┑━┊┄┌┇┄ ┉┍┋┎┊┄┉┑┍━, 

┎┍┃─┍┏ 〞┉┐┄┐┐┒〞┏┍━ 
Üö 700 ëÜß./ôíï

╀にすぬ しすうかぬくにき – 
ねすけ TREND!

8-952-73-22-122
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Òåïëè@û
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 ì

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014

[╄
╉╊

┿╋
┿

ПHA>J:<EY?F >HJH=MX 
ЛB>BX НBDHE:?<GM КBKEBPBGM

K 80-E?LGBF X;BE??F!
Ýòî êðóãëàÿ â æèçíè äàòà
Òâîé òîðæåñòâåííûé þáèëåé.
Çíà÷èò, ìíîãî îò æèçíè âçÿòî,
Åùå áîëüøå îòäàíî åé.
Ñ÷àñòüÿ òåáå çåìíîãî,
Ðàäîñòè – ÷òîáû íå ñ÷åñòü,
È çäîðîâüÿ æåëàåì ìíîãî,
Íå òåðÿëîñü áû òî, ÷òî åñòü!

БMEU=BG:, БMLHJBGU

- 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)

!

がÜëÜÇÜ0, ¿0ßó½Ü0 ½í½Üô¡Ü, ¢ñÖÜ, ßíßÜü¡Ü, öñö0 
だ¿ñêÖÜçóô ん¿ñ¡ïíÖÑëÜ んÖöÜÖÜçÖÜ!

で 0ßó¿ññ½!
ば¿▲ßÖóïá çñïñ¿ñú – 
ÄöÜ öçÜú 0ßó¿ñú!

ぜ▲ îñ¿Üñ½ öñß　, ÜßÖó½íñ½,
ぜÖÜÇÜ ëíÑÜïöÖ▲ê ÑÖñú

ご ïäÜ¡ÜúÖ▲ê ÖÜôñú,
がÜ¿ÇÜú ¢ó£Öó, £ÑÜëÜçá　 ¢ñ¿íñ½!

づÜÑÖ▲ñ

[╄╉╊┿╋┿

23 ½íëöí ï 10 ÑÜ 11 ô. ç ゎとがぴ «がëÜ¢ßí»
で¿ÜêÜç▲ñ íääíëíö▲

¿Üôüóê äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú ぜÜï¡ç▲, がíÖóó, ゎñë½íÖóó – £íÜüÖ▲ñ, 
¡íë½íÖÖ▲ñ: Üö 2700 ÑÜ 8500 ëÜß.,  îóâëÜç▲ñ íääíëíö▲: 

Üö 6200 ÑÜ 10500 ë. ぢñÖïóÜÖñëí½ ï¡óÑ¡í 500 ë.
げíäôíïöó. ゎíëíÖöó　. ゑ▲ñ£Ñ Öí ÑÜ½ äÜ £í　ç¡ñ ö. 89225036315

だô¡ó ぢíÖ¡Üçí Ñ¿　 çÜïïöíÖÜç¿ñÖó　 £ëñÖó　 – 6000 ë. ゐí¿á£í½ ぢíÖ¡Üçí – 
400 ë. ゑóßëÜ½íïïí¢Ö▲ñ äÜ　ïí.  だöäÜÇóçíöñ¿ó Çë▲£ÜÖÜç Öí 100 ó 500 ½2. 

ごÜÖó£íöÜë (ÇÜëÖ▲ú çÜ£ÑÜê). ば¿áöëí£çÜ¡Üç▲ñ ïöóëí¿áÖ▲ñ ½íüóÖ¡ó. 
Ä¿ñ¡öëÜïÜüó¿¡í Ñ¿　 ÜçÜàñú ó âëÜ¡öÜç – 1100 ë. 

ご½ñ0öï　 äëÜöóçÜäÜ¡í£íÖó　. だ£Öí¡Ü½áöñïá ï óÖïöëÜ¡îóñú.
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