
‶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, 27 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -2-4, くけつぬの -11-13
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 731 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 28 きぇさすぇ
¨ぉかぇつくけ し こさけはしくっくうはきう, 

くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -2-4, くけつぬの -10-12
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 741 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 29 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-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 747 きき さす.しす.
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]‶╄『╇┿╊╇╆╇[¨╁┿′′｠╈ ╃¨‶¨╊′╇〈╄╊を′｠╈ ¨《╇] 
こけ けぉしかせあうゃぇくうの そういうつっしおうた かうち わ6150/04, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 18

‶けくっょっかぬくうお-こはすくうちぇ 10.00-18.00, ぉっい こっさっさにゃぇ
]‶╄『╇┿╊╇╆╇[¨╁┿′′｠╈ ╃¨‶¨╊′╇〈╄╊を′｠╈ ¨《╇] 

こけ けぉしかせあうゃぇくうの そういうつっしおうた かうち わ6150/026, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 9
‶けくっょっかぬくうお-こはすくうちぇ 10.00-18.00, ぉっい こっさっさにゃぇ

]‶╄『╇┿╊╇╆╇[¨╁┿′′｠╈ ╃¨‶¨╊′╇〈╄╊を′｠╈ ¨《╇] 
こけ けぉしかせあうゃぇくうの そういうつっしおうた かうち わ6150/027, せか. 【うかけゃしおぇは, 20ぇ

╁すけさくうお-しせぉぉけすぇ 9.00-18.00, こっさっさにゃ 13.00-14.00
¨‶╄[┿『╇¨′′┿ぅ ╉┿]]┿ 

ゃくっ おぇししけゃけゅけ せいかぇ わ6150/029, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 9
╁すけさくうお-しせぉぉけすぇ 10.00-18.00, こっさっさにゃ 12.30-13.30
『╄′〈[┿╊を′｠╈ ¨《╇] ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╂¨ ¨〈╃╄╊╄′╇ぅ, 

せか. ]すさけうすっかっえ, 4
‶けくっょっかぬくうお-こはすくうちぇ 9.00-19.30, 

しせぉぉけすぇ 9.00-18.00, ゃけしおさっしっくぬっ 10.00-17.00, ぉっい こっさっさにゃぇ

╀╄[┱╆¨╁]╉¨╄ ¨〈╃╄╊╄′╇╄ わ6150 ]╀╄[╀┿′╉┿ [¨]]╇╇ 
╇′《¨[╋╇[〉╄〈 ¨╀ ╇╆╋╄′╄′╇╇ [╄╅╇╋┿ [┿╀¨〈｠ 

しゃけうた こけょさぇいょっかっくうえ:

        
       Çà 15 ëåò ñâîåé 

           äåÿòåëüíîñòè â îòäåëåíèè 

     Èðèíà Âàãèçîâíà óñïåøíî ðàçâèâàëà 

        îäíó èç ñàìûõ ñëîæíåéøèõ  áàíêîâñêèõ 

       ôóíêöèé – êðåäèòîâàíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö è 

ïðåäïðèíèìàòåëåé, êðåäèòîâàíèå íàñåëåíèÿ. 

     Ïðè å¸ íåïîñðåäñòâåííîì ðóêîâîäñòâå â Áåð¸-

çîâñêîì îòäåëåíèè Ñáåðáàíêà ñîçäàíû âûñîêî-

ýôôåêòèâíûå îòäåëû êðåäèòîâàíèÿ, îòðàáîòàíû, 

âíåäðåíû âñå  èìåþùèåñÿ òåõíîëîãèè, âûðàùåíû 

ïðîôåññèîíàëüíûå êàäðû. 

     Ñåé÷àñ Èðèíà Âàãèçîâíà â êà÷åñòâå ïåðâîãî 

çàìåñòèòåëÿ  óïðàâëÿþùåãî çàíèìàåòñÿ ðàçâèòèåì 

îïåðàöèé äëÿ íàñåëåíèÿ – ñàìîãî âûñîêîäèíàìè÷-

íîãî íàïðàâëåíèÿ â Ñáåðáàíêå. 

     Ýòî î÷åíü ÿðêàÿ, êðàñèâàÿ è æèçíåðàäîñòíàÿ 

æåíùèíà, èíòåðåñíûé, ðàçíîñòîðîííèé ÷åëîâåê, 

âåðíûé, íàä¸æíûé äðóã.

                
            Èðèíà Âàãèçîâíà! 

    Âû ó íàñ – ñàìàÿ ëó÷øàÿ èç ëó÷øèõ, 

                
             ñàìàÿ æåíñòâåííàÿ èç æåíùèí, 

                
                

  ñàìàÿ äîðîãàÿ èç ëþáèìûõ!

                
                

    Ñ÷àñòüÿ Âàì, çäîðîâüÿ, 

                
                

         ãàðìîíèè è 

                
                

                
 âäîõíîâåíèÿ!

         
          

          
   とÜ¿¿ñ¡öóç 

               ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ÜöÑñ¿ñÖó　 

                    
       でßñëßíÖ¡í づÜïïóó

            Üö çïñú ÑÜüó äÜ£Ñëíç¿　ñö

                   
           ゐぎづぎげごぞば 

                     
               ごëóÖÜ 

                     
            ゑíÇó£ÜçÖÜ

         
          

          
    ï 

                    
     ùゐごずぎぎぜ!

ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, 
ÄÅÒÈ, 

Ñ ÂÓÐÄÀËÀÊÀÌÈ
   ÃÓËßÒÜ!    ÃÓËßÒÜ!  ÃÓËßÒÜ!

]こっおすぇおかぬ «]っきぬは ゃせさょぇかぇおぇ», すさう さぇいぇ しにゅさぇく-
くにえ ╄おぇすっさうくぉせさゅしおうき すっぇすさけき しけゃさっきっくくけえ ょさぇきに う 
おけきっょうう ゃ すっつっくうっ こけしかっょくうた こけかせすけさぇ きっしはちっゃ ょかは 
ておけかぬくうおけゃ しさっょくうた おかぇししけゃ, くぇしすけかぬおけ ゃいゃけかくけゃぇか 

けぉとっしすゃっくくけしすぬ, つすけ ねすけす ゃけこさけし ぉにか ゃにくっしっく くぇ いぇ-
しっょぇくうっ ¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇかぇすに くぇてっゅけ けおさせゅぇ, おけ-

すけさけっ しけしすけはかけしぬ ゃ きうくせゃてうえ つっすゃっさゅ. 

]‶╄╉〈┿╉╊を ╆┿]〈┿╁╇╊ 
╆┿╃〉╋┿〈を]ぅ 
¨ ╋╄〈¨╃┿》 ╁¨]‶╇〈┿′╇ぅ

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
2000 ゅ. – くぇ こさっいうょっくすしおうた ゃに-

ぉけさぇた ╁かぇょうきうさ ‶せすうく ぉにか ういぉさぇく 
ゅかぇゃけえ ゅけしせょぇさしすゃぇ. ]けゅかぇしくけ 
けそうちうぇかぬくにき ょぇくくにき けく こけかせつうか 
52,94% ゅけかけしけゃ. 

1851 ゅ. – ゃ ╉けしすさけきっ けすおさにす こぇ-
きはすくうお ╇ゃぇくせ ]せしぇくうくせ.

1969 ゅ. – いぇこせとっく ゃ おけしきけし 
こっさゃにえ しけゃっすしおうえ きっすっけさけかけゅうつっ-
しおうえ しこせすくうお. 

1989 ゅ. – ゃ ]]][ こさけてかう こっさ-
ゃにっ ぇかぬすっさくぇすうゃくにっ ゃにぉけさに くぇ-
さけょくにた ょっこせすぇすけゃ. 

[¨╃╇╊╇]を:
1938 ゅ. – ┿かっおしっえ ‶っすさっくおけ 

させししおうえ ぇおすひさ ( «╅っしすけおうえ さけ-
きぇくし», «〈┿]] せこけかくけきけつっく いぇ-
はゃうすぬ» う す.ょ.).

1944 ゅ. – ╃ぇえぇくぇ [けしし, こっゃうちぇ.
1951 ゅ. – ┿かっおしっえ ╀せかょぇおけゃ, 

さけししうえしおうえ ぇおすひさ («¨しけぉっくくけしすう 
くぇちうけくぇかぬくけえ けたけすに» う す.ょ.).

‶さっょしっょぇすっかぬ ゅけさけょしおけゅけ さけょうすっかぬしおけゅけ 
おけきうすっすぇ ┿くょさっえ ]すぇさけょせぉっち くぇ いぇしっょぇくうう 
¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇかぇすに けすしすぇうゃぇっす しゃけの 
こけいうちうの

]ちっくぇ 
うい しこっおすぇおかは
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╂けさけょ, こけかせつうゃてうえ かっすけき 2010 
ゅけょぇ すはあひかにえ せさけお, いぇさぇくっっ さってうか 
ゃにえすう くぇ ぉけえ し いぇすぇうゃてうきしは けゅ-
くひき: ゃ ╊けしうくけき う ╋けくっすくけき くっ すぇお 
ょぇゃくけ ぉにかう こけすせてっくに くっしおけかぬおけ 
けつぇゅけゃ. ╄とひ ょゃぇ うい くうた, くぇうぉけかっっ 
こさうぉかうあひくくにた お くぇしっかひくくにき こせく-
おすぇき, «いぇぉうか» «]ゃっさょかけゃしおすけさそ». 
〈ったくけかけゅうの うしこけかぬいけゃぇかう こさけゃっ-
さっくくせの: しくっゅ せおぇすにゃぇかう ぉせかぬょけいっ-
さぇきう う すぇおうき けぉさぇいけき しけいょぇゃぇかう 
くぇ こけゃっさたくけしすう すけさそはくうおぇ かっょは-
くせの おさにておせ, つっさっい おけすけさせの くっ 
こさけくうおぇっす おうしかけさけょ.

– ′け けこぇしくにた けつぇゅけゃ ゃ ╀╂¨ けしすぇ-
かけしぬ っとひ し ょけぉさにえ ょっしはすけお, – しっ-
すせっす ょうさっおすけさ ╂〉 ]¨ «╀っさひいけゃしおけっ 
かっしくうつっしすゃけ» ╁.‶けょっさゅうく. – ╉しすぇ-
すう, くぇ すせてっくうっ けゅくは ゃ ¨しすさけゃくけき 

こかぇくうさせっき こさうゃかっつぬ くけゃけっ こさっょ-
こさうはすうっ – «╉せいぬきうくすけさそ»: けくけ 
いぇくうきぇっすしは ょけぉにつっえ すけさそぇ う うきっ-
っす ゃ しゃけひき ぇさしっくぇかっ しこっちうぇかぬくせの 
すったくうおせ. ╃っかけ ゃ すけき, つすけ くぇ «こさけ-
しすけき» すさぇおすけさっ ょぇかっおけ くっ せっょってぬ: 
けく こけこさけしすせ せすけくっす. ╃け 10 ぇこさっかは 
ゃぉかういう ねすけゅけ こけしひかおぇ くっけぉたけょうきけ 
いぇゅかせてうすぬ すけさそはくにっ こけあぇさに. 

╁ ゅけかけゃっ おさせすうすしは しきってくけえ ゃけ-
こさけし: ぇ こけつっきせ こさう ]けゃっすしおけえ ゃかぇ-
しすう すけさそはくうおう くっ ゅけさっかう: こさうさけょぇ 
すけあっ こけょつうくはかぇしぬ せおぇいぇき こぇさすうう?

– ╂けさっかう, おけくっつくけ, – けすゃっす-
しすゃせっす ╁ぇしうかうえ ╁ぇしうかぬっゃうつ. – ′け 
せ くぇし てかぇ うくすっくしうゃくぇは ょけぉにつぇ 
すけこかうゃくけゅけ う しっかぬしおけたけいはえしすゃっく-
くけゅけ すけさそぇ, すったくうおぇ ぉにかぇ ゃしっゅょぇ 
こけょ させおけえ, う おぇお すけかぬおけ こけはゃかはかしは 

けゅけくぬ, っゅけ «くぇ おけさくの» ゅかせてうかう.
]っゅけょくは «╀っさひいけゃしおけっ かっしくう-

つっしすゃけ» けすょぇかけ くぇ せすゃっさあょっくうっ 
ゃ ょっこぇさすぇきっくす かっしくけゅけ たけいはえしすゃぇ 
けぉかぇしすう きけぉうかういぇちうけくくにえ こかぇく こけ 
すせてっくうの かっしくにた こけあぇさけゃ. ′にくつっ 
ゃ けぉかぇしすう こさっょこけかぇゅぇっすしは しけいょぇすぬ 
せこさけとひくくせの したっきせ しぉけさぇ うくそけさ-
きぇちうう う っょうくにえ ょうしこっすつっさしおうえ 
こせくおす ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. 《せくおちうう 
こけょけぉくけゅけ こせくおすぇ ゃ ╀╂¨ ゃけいぬきひす 
くぇ しっぉは こけあぇさくけ-たうきうつっしおぇは しすぇく-
ちうは, おせょぇ しすぇくせす こけしすせこぇすぬ ゃしっ しけ-
けぉとっくうは け ゃけいゅけさぇくうはた. ╇ すけゅょぇ 
きせくうちうこぇかうすっす ぉせょっす うきっすぬ ゃ しゃけ-
ひき さぇしこけさはあっくうう こけかくせの おぇさすうくせ 
ょっえしすゃうすっかぬくけしすう. ╁ こさけてかにえ  しっ-
いけく きに こけかせつうかう ゅけさぬおうえ, くけ かっ-
おぇさしすゃっくくにえ けこにす: おぇあょにえ けすゃっ-
つぇか いぇ «しゃけう» こけあぇさに: けおさせゅ – くぇ 
きせくうちうこぇかぬくにた いっきかはた, かっしけゃけょに 
– くぇ そっょっさぇかぬくにた, う しすぇかけ はしくけ, 
つすけ ゃ ぉっょっ ぉっい おけくしけかうょぇちうう しうか 
くっ けぉけえすうしぬ. 〈っこっさぬ さってっくけ, つすけ 
くぇ こかけとぇょう ょけ 25 ゅっおすぇさけゃ ゃけいゅけ-
さぇくうは ぉせょせす かうおゃうょうさけゃぇすぬ せつぇしす-

おけゃけっ かっしくうつっしすゃけ う… こけぉっょうすっかぬ 
ゅけしおけくすさぇおすぇ くぇ ゃっょっくうっ すぇおうた さぇ-
ぉけす. ‶けあぇさに, ゅけさはとうっ ゃ すっつっくうっ 
ょゃせた しせすけお くぇ すっささうすけさうう しゃにてっ 
25 ゅっおすぇさけゃ, ゃけいぬきひす こけょ おけくすさけかぬ 
おけきうししうは こけ 』]. ╄しかう けゅけくぬ こさう-
ぉかういうすしは お くぇしっかひくくけきせ こせくおすせ くぇ 
さぇししすけはくうっ こはすう おうかけきっすさけゃ, くぇ 
ぉけさぬぉせ し くうき こけょおかのつぇす けすさはょに 
╋』] う ゃけっくくにた. ′ぇてぇ こけあぇさくぇは 
つぇしすぬ こけきけあっす こさう しこぇしっくうう かっしぇ 
すけかぬおけ こさう くぇかうつうう ゃけいきけあくけしすう, 
こけしおけかぬおせ けしすぇゃうすぬ ゅけさけょ «ぉっい 
こさうしきけすさぇ» くっ うきっっす こさぇゃぇ. 

‶けょゅけすけゃおぇ お こけあぇさけけこぇしくけきせ 
こっさうけょせ うょひす こけかくにき たけょけき, すぇお, 
╂〉 ]¨ けすこさぇゃうかけ ゃしった しゃけうた かっし-
くうつうた くぇ くっょっかぬくけっ けぉせつっくうっ こけ 
すせてっくうの こけあぇさけゃ. ‶けしかっ おせさしけゃ 
こけゃにてっくうは おゃぇかうそうおぇちうう けくう 
こけかせつぇす しけけすゃっすしすゃせのとうっ せょけしすけ-
ゃっさっくうは. ╉けくっつくけ, しこっちうぇかうしすに  う 
すぇお  こさっおさぇしくけ さぇいぉうさぇのすしは ゃ こけ-
あぇさぇた ゃ いっかひくけえ いけくっ, くけ かうてくうえ 
さぇい けしゃっあうすぬ いくぇくうは う けこにす くっ 
こけきってぇっす くうおけきせ. 
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¨]〈¨[¨╅′¨, ╁｠╀¨[｠!

¨しすけさけあくけ, 〈ぇさうそに!
‶かぇすぇ いぇ ゅぇい, ねかっおすさうつっしすゃけ, すっこかけ, 

ゃけょせ う おけききせくぇかぬくにっ せしかせゅう さぇしすひす ゅけょ けす 
ゅけょぇ. ╇ しすぇくけゃうすしは ゃしひ けぉさっきっくうすっかぬくっっ 
ょかは くぇてうた おけてっかぬおけゃ. ぁすけ すぇお. ╉ぇあょにえ うい 
くぇし こさっょこけつひか ぉに こけすさぇすうすぬ っあっきっしはつくけ 
けすょぇゃぇっきにっ いぇ おゃぇさすうさせ うかう ょけき ょっくぬあう-
とう くぇ しゃけうた さけょくにた う かのぉうきにた, くぇ しっきぬの, 
こさけしすけ くぇ こうすぇくうっ, ゃ おけくちっ おけくちけゃ. ぁすけ 
ゃっょぬ こさぇゃょぇ? ╇ おぇあょにえ うい くぇし, いくぇは, つすけ 
すぇさうそに ぉせょせす さぇしすう う さぇしすう (ゃ けすかうつうっ けす 
いぇさこかぇすに うかう こっくしうう), しけ しすさぇたけき しきけすさうす 
ゃ ぉせょせとっっ. ╇ ねすけ すけあっ すぇお.

╇ きくけゅうっ ゅけすけゃに こさけゅけかけしけゃぇすぬ いぇ すけゅけ, 
おすけ こけけぉっとぇっす しくういうすぬ くぇゅさせいおせ くぇ おけてっ-
かひお. ╃ぇ?

′ぇ ねすけき う しすさけうすしは さぇしつひす くっつうしすけこかけす-
くにた «けぉっとぇかぬとうおけゃ».

«¨しすぇくけゃうすぬ くっけぉけしくけゃぇくくにえ さけしす ちっく 
╅╉》!» – けぉっとぇっす くぇき けょうく うい しすさっきはとうた-
しは お いぇゃっすくけきせ こけしすせ. ¨ぉっとぇすぬ-すけ けぉっとぇ-
っす, すけかぬおけ ゃけす きけあっす かう ゃにこけかくうすぬ? ╃ぇ-
ゃぇえすっ さぇいぉっさひきしは.

╃かは ねすけゅけ くぇょけ けしけいくぇすぬ けつっくぬ こさけしすせの 
ゃっとぬ: くう きっしすくぇは ゃかぇしすぬ, くう せこさぇゃかはのとぇは 
おけきこぇくうは くぇ すぇさうそに くっ ゃかうはのす. [っゅうけ-
くぇかぬくぇは ねくっさゅっすうつっしおぇは おけきうししうは – ゃけす 
ゅかぇゃくにえ う っょうくしすゃっくくにえ けさゅぇく, おけすけさにえ 
っあっゅけょくけ せしすぇくぇゃかうゃぇっす さけしす すぇさうそけゃ 

くぇ おけききせくぇかぬくにっ せしかせゅう. ‶けしすぇゃとうおう 
ねくっさゅうう ょけおぇいにゃぇのす こっさっょ [ぁ╉ くっけぉたけ-
ょうきけしすぬ こけゃにてっくうは, ぇ [ぁ╉, こさけゃっさうゃ ねおけ-
くけきうつっしおうっ けぉけしくけゃぇくうは こけしすぇゃとうおけゃ, 
すぇさうそに せすゃっさあょぇっす. 』すけぉに けしすぇくけゃうすぬ 
さけしす すぇさうそけゃ, くっけぉたけょうきけ しすぇすぬ… ‶さっいう-
ょっくすけき [けししうう. ╃ぇ-ょぇ, くっ きっくぬてっ. 〈けかぬおけ 
けく ゃこさぇゃっ けこさっょっかはすぬ こけかうすうおせ ねおしこけさすぇ 
くっそすう う ゅぇいぇ, ぇ しかっょけゃぇすっかぬくけ, うた しすけう-
きけしすぬ, おけすけさぇは くぇこさはきせの ゃかうはっす くぇ しすけう-
きけしすぬ ねかっおすさけねくっさゅうう う すっこかぇ, ぇ しかっょけゃぇ-
すっかぬくけ, う くぇ おけききせくぇかぬくにっ こかぇすっあう. ╋ねさ 
ょぇあっ しぇきけゅけ おさせこくけゅけ ゅけさけょぇ くっ ゃ しうかぇた 
こけゃかうはすぬ くぇ さけしす ちっく ╅╉》. 

』すけ きけあくけ いぇおかのつうすぬ うい ゃにてっくぇこうしぇく-
くけゅけ?

1. ╁けいきけあくけ, ぉせょせとうえ きねさ くっ いくぇっす け 
すけき, おぇお せしすさけっく きったぇくういき そけさきうさけゃぇくうは 
ちっく ゃ くぇてっえ しすさぇくっ? 〈けゅょぇ, こさうょは お ゃかぇ-
しすう, けく こけ くっいくぇくうの すぇおうた ょさけゃ くぇかけきぇ-
っす… ┿ くぇき いぇつっき きねさ-くっせきったぇ?

2. ╁けいきけあくけ, おぇくょうょぇす こけくうきぇっす, つすけ 
けしすぇくけゃうすぬ さけしす ちっく くっ ゃ っゅけ しうかぇた, くけ 
しけいくぇすっかぬくけ けぉきぇくにゃぇっす しゃけうた ういぉうさぇすっ-
かっえ. ╃せきぇっすっ, こさうょは お ゃかぇしすう, けく ゃ けょくけ-
つぇしぬっ つっしすくにき しすぇくっす? ┿ くぇき いぇつっき きねさ-
けぉきぇくとうお, くぇつうくぇのとうえ しけ かあう?

3. ╁けいきけあくけ, こさっすっくょっくす うきっっす ゃけか-
てっぉくせの こぇかけつおせ うかう ょさせあっしおうえ おけくすぇおす 

し うくけこかぇくっすはくぇきう. 〈けゅょぇ, こさうょは お ゃかぇしすう, 
けく こけこさけしうす うた ゃょさせゅ こさうかっすっすぬ ゃ ゅけかせぉけき 
ゃっさすけかひすっ う ぉっしこかぇすくけ つすけ-くうぉせょぬ くぇき こけ-
おぇいぇすぬ. 》き… くぇゃっさくけっ, ねすけ しぇきにえ さっぇかう-
しすうつくにえ  ゃぇさうぇくす… 〈けかぬおけ いぇつっき っきせ すけゅ-
ょぇ, すぇおけきせ きけゅせつっきせ, くぇて ゅけさけょ? ╇ いぇつっき 
くぇき きねさ-おけくすぇおすひさ?

′っ いくぇの, きけあっす ゃに, せゃぇあぇっきにっ つうすぇすっ-
かう, っとひ おぇおけえ ゃにゃけょ しきけあっすっ しょっかぇすぬ, ぇ 
きっくは ゃけす すけかぬおけ くぇ ねすう すさう たゃぇすうかけ. 

╉ぇお かっゅおけ さぇしこけいくぇすぬ しっすっゃけゅけ きけてっく-
くうおぇ こけ しけつっすぇくうの ょっかけゃけゅけ おけしすのきぇ, 
ゅさはいくにた ぉけすうくけお う すけかしすけえ しせきおう くぇ さっき-
くっ, すぇお かっゅおけ さぇしこけいくぇすぬ う こけかうすうつっしおけ-
ゅけ きけてっくくうおぇ – こけ っゅけ くぇょせすにき とっおぇき 
う さぇいょせすにき けぉっとぇくうはき. ′け ゃっょぬ くぇてう 
こっくしうけくっさに-すけ せあっ くっ さぇい けすょぇゃぇかう しゃけう 
おさけゃくにっ – きに こうしぇかう けぉ ねすけき – こしっゃょけ-
きっょうおぇき? ¨た, くっ くぇょせかう ぉに くぇし う くぇ ゃに-
ぉけさぇた! 

╀せょぬすっ ぉょうすっかぬくに, ゅさぇあょぇくっ! ╁くう-
きぇすっかぬくけ ういせつぇえすっ こさっょゃにぉけさくにっ 
けぉっとぇくうは, けぉしせあょぇえすっ うた, ょせきぇえすっ 
くぇょ くうきう. ╅っかぇの, つすけぉに くっ こさう-
てかけしぬ くぇき し ゃぇきう せしかにてぇすぬ こけょ ′け-
ゃにえ ゅけょ しきった ╉けすぇ ╀ぇいうかうけ: «┿た すに, 
ゅかせこっくぬおうえ ょっさっゃはくくにえ きぇかぬつうておぇ 
し おけさけすおうきう きにしかはきう! ╁けす おぇお かっゅおけ 
すっぉは けょせさぇつうすぬ!»

ПОКУДА ЕСТЬ НА СВЕТЕ ДУРАКИ, 

ОБМАНОМ ЖИТЬ, НАМ, СТАЛО БЫТЬ, С РУКИ...
╃ぇくううか ‶うゃけゃぇさけゃ

╁にぉけさに ゅかぇゃに ゅけさけょぇ しけしすけはすしは ゃ ょっおぇ-
ぉさっ, くけ, こさけしすうすっ いぇ ぉぇくぇかぬくけしすぬ, ゃにぉけ-
さに ねすう しぇきにっ こさけうしたけょはす こさはきけ しっえつぇし, 
う ゃつっさぇ, う いぇゃすさぇ, ゃこかけすぬ ょけ ょっおぇぉさは. ぁすう 
ゃにぉけさに こさけうしたけょはす ゃ くぇてうた ゅけかけゃぇた. ぁすけ 
ゃにぉけさに くぇてっえ し ゃぇきう こけいうちうう こけ けすくけ-
てっくうの お すけきせ うかう うくけきせ おぇくょうょぇすせ. 

‶さっすっくょっくすに こさけょけかあぇのす しゃけの ぇゅう-
すぇちうの. ╉すけ-すけ くぇたけょうす ょっくぬゅう くぇ さっ-
おかぇきくにっ ぉぇくくっさに, おすけ-すけ しけいょぇひす けぉ-
とっしすゃっくくにっ しけのいに, おすけ-すけ しせょうすしは, 
ぇ おすけ-すけ – さぇぉけすぇっす. ╇ しぇきけさっおかぇきせ 
おぇくょうょぇすけゃ, う うた ょっかぇ きに きけあっき けちっ-
くうすぬ せあっ しっえつぇし. ┿ くぇてぇ くけゃぇは させぉさうおぇ 
こさういゃぇくぇ こけきけつぬ さぇいけぉさぇすぬしは ゃ こさっょ-
ゃにぉけさくにた かけいせくゅぇた う こさっょけしすっさっつぬ 
かっゅおけゃっさくにた ゅけさけあぇく けす きけてっくくうおけゃ, 
くぇゃけょはとうた すっくぬ くぇ こかっすっくぬ.

╊けいせくゅう う けぉっとぇくうは, けくう ゃっょぬ ょかは 
つっゅけ こさっょくぇいくぇつっくに? 』すけぉに ゃに こけゃっさう-
かう, さぇいせきっっすしは! ┿ っしかう ゃに こけゃっさうすっ ╊うしっ 
┿かうしっ う ╉けすせ ╀ぇいうかうけ? 』すけ, っしかう けくう いけ-
ゃせす ゃぇし くぇ ‶けかっ つせょっし ゃ しすさぇくせ ╃せさぇおけゃ?

[ぇしすせす かう いけかけすにっ きけくっすに くぇ ょっさっ-
ゃぬはた? ╁にこけかくうきに かう たけすは ぉに けすつぇしすう 
けぉっとぇくうは おぇくょうょぇすけゃ? ‶けこさけぉせっき さぇ-
いけぉさぇすぬしは.

┿╉〈〉┿╊を′¨

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

ØÀÃ Ê ËÅÒÓ
′╄ ╆┿╀〉╃を〈╄

‶っさったけょ くぇ «いうきくっっ» ゃさっ-
きは ゃ [けししうう ぉせょっす けすきっくひく し 
けしっくう ねすけゅけ ゅけょぇ, こけしかっょくうえ 
さぇい こっさっゃけょうすぬ しすさっかおう つぇ-
しけゃ くぇき こさうょひすしは 27 きぇさすぇ. 

‶け ょぇくくにき しけちうけかけゅけゃ, こっさっ-
たけょ くぇ «かっすくっっ» ゃさっきは くぇいにゃぇか 
«きせつっくうっき» おぇあょにえ こはすにえ うい 
ぇおすうゃくにた さぇぉけすぇのとうた さけししうはく. 
╋に いぇさぇくっっ しすさぇょぇっき, けあうょぇは 
くっきうくせっきけゅけ こっさっゃけょぇ しすさっかけお 
つぇしけゃ. 』っき さっしこけくょっくすに しすぇさてっ, 
すっき きっくぬてっ けくう しおかけくくに ょっかぇすぬ 
«っとひ けょうく てぇゅ お かっすせ», おぇお さけ-
きぇくすうつっしおう ゅけゃけさうす きけかけょひあぬ.

‶さっいうょうせき [けししうえしおけえ ぇおぇ-
ょっきうう きっょうちうくしおうた くぇせお しょっ-
かぇか けそうちうぇかぬくけっ いぇおかのつっくうっ け 
ゃさっょくにた こけしかっょしすゃうはた しょゃうゅけゃ 
ゃけ ゃさっきっくう ょかは いょけさけゃぬは くぇしっ-
かっくうは. ‶け さっいせかぬすぇすぇき うししかっょけ-
ゃぇくうえ [┿╋′, こっさったけょくにえ こっさうけょ 
くっゅぇすうゃくけ けすさぇあぇっすしは くぇ いょけさけ-
ゃぬっ つっかけゃっおぇ: つうしかけ うくそぇさおすけゃ 
ゃけいさぇしすぇっす ゃ 1,5 さぇいぇ; おけかうつっ-
しすゃけ しぇきけせぉうえしすゃ せゃっかうつうゃぇっすしは 
くぇ 66%; いぇきっすくけ さぇしすひす つうしかけ 
ゃにいけゃけゃ しおけさけえ きっょうちうくしおけえ こけ-
きけとう. 〉しすぇくけゃかっくけ, つすけ ぉけかぬてっ 
ゃしっゅけ こっさっゃけょ しすさっかけお けすさぇあぇっす-
しは くぇ ょっすはた う くぇ こけあうかにた かのょはた. 
╇きっくくけ せ くうた つぇとっ ゃしっゅけ けすきっつぇ-
のすしは しすさっしし-さっぇおちうう, くぇさせてっくうは 
さっあうきぇ しくぇ, ょっはすっかぬくけしすう しっさ-
ょっつくけ-しけしせょうしすけえ う うききせくくけえ 
しうしすっき, けぉきっくくにた こさけちっししけゃ. 

╁ ちっかけき ょっえしすゃせのとぇは しうしすっきぇ 
こっさっゃけょぇ つぇしけゃにた しすさっかけお ゃ すっ-
つっくうっ ゅけょぇ こさうゃけょうす お けぉけしすさっ-
くうの たさけくうつっしおうた いぇぉけかっゃぇくうえ, ゃ 
すけき つうしかっ う くっえさけねくょけおさうくくにた, 
くぇさせてっくうの さぇぉけすけしこけしけぉくけしすう 
ゃ しさっょくっき くぇ 10%, しくうあっくうの 
こさけういゃけょうすっかぬくけしすう すさせょぇ, ゃけい-
さぇしすぇくうの さうしおぇ こしうたうつっしおうた いぇ-
ぉけかっゃぇくうえ. ‶さう ねすけき くぇさせてっくうっ 
ぉうけさうすきけゃ せゃっかうつうゃぇっす ゃ すさう 
さぇいぇ, こけはゃかはっすしは さうしお ゃけいくうお-
くけゃっくうは けくおけかけゅうつっしおうた いぇぉけ-
かっゃぇくうえ. ╉さけきっ すけゅけ, しつうすぇのす 
きくけゅうっ しこっちうぇかうしすに,  ねおけくけきうは 
ねかっおすさけねくっさゅうう, おけすけさけえ けぉせ-
しかけゃかっく こっさっゃけょ しすさっかけお, しおけ-
さっっ きくうきぇは. ╁しっ こさっょこさうはすうは, 
おけすけさにっ こけすさっぉかはのす ぉけかぬてけっ 
おけかうつっしすゃけ ねかっおすさけねくっさゅうう, ねすけ 
こさけういゃけょしすゃけ しすぇかう, ぇかのきうくうは, 
そせくおちうけくうさせのす ゃ おさせゅかけしせすけつ-
くけき さっあうきっ, ぇ さぇぉけすぇ  すっかっゃう-
いけさぇ, たけかけょうかぬくうおぇ, しすうさぇかぬくけえ 
きぇてうくに ゃ おゃぇさすうさっ くっ いぇゃうしうす 
けす しゃっすけゃけゅけ ょくは. 

ГОРЯЩИЙ  ТОРФ  ПОД  ЛЕДЯНОЙ КРЫШКОЙ

′╄]╋¨〈[ぅ くぇ くけつくにっ きうくせしに いぇ けおくけき, ゃかぇあくけしすぬ きぇさ-
すけゃしおけゅけ ゃけいょせたぇ う こけゃぇかぬくけっ しぇきけせぉうえしすゃけ ゅけさけょしおうた 

しけしせかっお, «ゃ こけかはた っとひ ぉっかっっす しくっゅ» う… ゅけさはす すけさそはくうおう. 
‶さっょしすぇゃぬすっ しっぉっ, いうきくうっ きけさけいに う きっすさけゃにっ しせゅさけぉに くっ しきけゅ-
かう こけゅぇしうすぬ すかっのとうえ くぇ こさうかうつくけえ ゅかせぉうくっ けゅけくぬ. ┿ ゃっょぬ しおけ-
さけ こけょ しけかくちっき けすすぇのす こけかはくに し こさけてかけゅけょくっえ しせたけえ すさぇゃけえ, 
う すけゅょぇ かっし ゃいょさけゅくっす けす せゅさけいに こけあぇさけゃ.

╉¨[¨〈╉¨
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]ゃっさょかけゃしおうえ けぉかぇしすくけえ しせょ さぇし-

しきけすさっか おぇししぇちうけくくせの あぇかけぉせ ┿くょさっは 
╀ぇさおっっゃぇ, おぇくょうょぇすぇ くぇ こけしす ゅかぇゃに 
╀╂¨ けす こぇさすうう ╊╃‶[, ゃこけしかっょしすゃうう 
しくはゃてっゅけ しゃけの おぇくょうょぇすせさせ. ┿くょさっえ 
╁ぇょうきけゃうつ けしこぇさうゃぇか こっさっくけし ゅけかけ-
しけゃぇくうは くぇ ょけしさけつくにた ゃにぉけさぇた ゅかぇゃに 
╀╂¨ くぇ つっすゃひさすけっ ょっおぇぉさは. ╅ぇかけぉぇ 
けしすぇかぇしぬ ぉっい せょけゃかっすゃけさっくうは, う さってっ-
くうっ すっささうすけさうぇかぬくけえ ういぉうさぇすっかぬくけえ 
おけきうししうう け くけゃけえ ょぇすっ こさけゃっょっくうは 
ゅけかけしけゃぇくうは けしすぇひすしは ゃ しうかっ. 

′ぇこけきくうき, つすけ つっすゃひさすけっ ょっおぇぉさは 
– っょうくにえ ょっくぬ ゅけかけしけゃぇくうは, う ゃきっしすっ 
し ゃにぉけさぇきう きねさぇ しけしすけはすしは ゃにぉけさに 
ょっこせすぇすけゃ ╂けしせょぇさしすゃっくくけえ ╃せきに 
《っょっさぇかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう. 

╆╄╋╊ぅ╉╇

╊のょう ゃしすさっつぇのすしは, ゃかのぉかは-
のすしは, あっくはすしは… [ぇょけしすくけ, おけゅょぇ 
しっきぬう しけいょぇのすしは, ゅさせしすくけ, おけゅょぇ 
さぇしこぇょぇのすしは. 659 ぉさぇおけゃ う 359 
さぇいゃけょけゃ けそけさきかっくけ ゃ きうくせゃてっき 
ゅけょせ ぉっさひいけゃしおうき けすょっかけき ╆┿╂]. 
╉けかうつっしすゃけ さぇいゃけょけゃ こけ しさぇゃくっ-
くうの し こけいぇこさけてかにき ゅけょけき しけ-
おさぇすうかけしぬ くぇ ゃけしっきぬ っょうくうち, ぇ 
つうしかけ いぇおかのつひくくにた ぉさぇおけゃ ょぇあっ 
くっきくけゅけ ゃにさけしかけ. 〈ぇおあっ ゃ くぇ-
てっき ╆┿╂]っ いぇ こけしかっょくうえ ゅけょ ぉにかけ 
しにゅさぇくけ ょゃっ いけかけすにた う ょゃっ しっさっ-
ぉさはくにた しゃぇょぬぉに. ┿ くにくってくうえ ゅけょ 
けいくぇきっくけゃぇく けしけぉっくくけえ, ぉさうかかう-
ぇくすけゃけえ ょぇすけえ: しゃぇょぬぉせ うきっくくけ 
すぇおけゅけ ょけしすけうくしすゃぇ けすきっすうかう 13 
きぇさすぇ ′うくぇ 〈うきけそっっゃくぇ う ╂っくくぇ-
ょうえ ╇ゃぇくけゃうつ ╂せかはっゃに.

¨くう くっ せしすさぇうゃぇかう こにてくにた すけさ-
あっしすゃ, こさぇいょくっしすゃけ しけしすけはかけしぬ ゃ おさせゅせ 
しっきぬう, し かのぉうきにきう ょっすぬきう, ゃくせおぇきう う 
こさぇゃくせおぇきう, くけ ゃ ゅけさけょっ ょぇすぇ くっ こさけ-
てかぇ くっいぇきっつっくくけえ: «きけかけょけあひくけゃ» 
╂せかはっゃにた けそうちうぇかぬくけ こけいょさぇゃうかう 
こさっょしすぇゃうすっかう せこさぇゃかっくうは しけちうぇかぬくけえ 
いぇとうすに, ゃさせつうかう ╂っくくぇょうの ╇ゃぇくけゃうつせ 
ぉかぇゅけょぇさしすゃっくくけっ こうしぬきけ «╆ぇ かうつくにえ 

‶[╇╋╄[ ╊ぃ╀╁╇ ╉┿╉ ╀[╇╊╊╇┿′〈 ]╇ぅ╄〈
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

こさうきっさ ゃ しけたさぇくっくうう しっきっえくにた ちっくくけしすっえ, しけいょぇくうう おさっこおけえ しっ-
きぬう, けしくけゃぇくくけえ くぇ かのぉゃう う ゃっさくけしすう, ょけしすけえくけっ ゃけしこうすぇくうっ ょっ-
すっえ». ╁っょぬ くっ すぇお きくけゅけ ゃ ゅけさけょっ しせこさせあっしおうた こぇさ, おけすけさにっ きけゅせす 
こけたゃぇしすぇすぬしは しすけかぬ しけかうょくにき ゃさっきっくくにき おぇこうすぇかけき.

]っゅけょくは きけかけょけあひくに, ょけしすうゅくせゃ こけつすっくくけゅけ ゃけいさぇしすぇ, こけ-
こさっあくっきせ ゃけ ゃしひき こけきけゅぇのす ょさせゅ ょさせゅせ. ╂っくくぇょうえ ╇ゃぇくけゃうつ, いぇ-
ぉけすはしぬ け ′うくっ 〈うきけそっっゃくっ う けぉっさっゅぇは っひ いょけさけゃぬっ, きけあっす こさうゅけ-
すけゃうすぬ いぇゃすさぇお, しょっかぇすぬ おけしきっすうつっしおせの せぉけさおせ ゃ おゃぇさすうさっ. ┿ ′うくぇ 
〈うきけそっっゃくぇ ぉぇかせっす しせこさせゅぇ ゃおせしくにきう けぉっょぇきう う しゃけうきう そうさきっく-
くにきう ぉかのょぇきう, すぇおうきう おぇお ねおかっさに.

┿ しゃぇょぬぉせ, おけすけさせの けくう けすゅせかはかう ゃ こけしひかおっ ╋けくっすくけき てっしすぬょっ-
しはす かっす くぇいぇょ, くっおけすけさにっ しすぇさけあうかに こけきくはす ょけ しうた こけさ. ╁けす おぇお 
あっくうすぬしは くぇょけ!

‶けいょさぇゃかはっき ゃしった きけかけょけあひくけゃ-のぉうかはさけゃ ねすけゅけ ゅけょぇ! ╇, おけ-
くっつくけ, あっかぇっき しつぇしすぬは う ぉかぇゅけこけかせつうは しっきぬっ ╂せかはっゃにた! ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ
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′ぇ こさけてかけえ くっょっかっ くぇ しちっくっ ╃ゃけさ-
ちぇ きけかけょひあう しけしすけはかしは こけおぇい しこっおすぇ-
おかは «]っきぬは ゃせさょぇかぇおぇ», おけすけさにえ ぉにか 
こけしすぇゃかっく ╄おぇすっさうくぉせさゅしおうき すっぇすさけき  
しけゃさっきっくくけえ ょさぇきに う おけきっょうう. ╁しっゅけ 
ゃ すっつっくうっ こけしかっょくうた こけかせすけさぇ きっしはちっゃ 
つぇしすくにえ すっぇすさ こけおぇいぇか ゃ くぇてっき ゅけさけょっ 
すさう しこっおすぇおかは – ょゃぇ ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけ-
ょひあう う けょうく くぇ しちっくっ ╃╉ «]けゃさっきっく-
くうお» ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき. ┿せょうすけさうは くぇ 
おぇあょけき うい くうた ぉにかぇ ょっすしおぇは – せつうすっかは 
ぉっさひいけゃしおうた ておけか こさうゃけょうかう しさっょくうっ 
おかぇししに ゃ こけかくけき しけしすぇゃっ. ┿ ゃけす すっきぇ 
しこっおすぇおかは う しけょっさあぇくうっ こぬっしに – ょぇかっ-
おけ くっ ょっすしおうっ. ╁けいきけあくけ, ょぇあっ しかうて-
おけき.

╋うたぇうか ‶ぇいくうおけゃ, こけ っゅけ しかけゃぇき, «う ょうさっお-
すけさ, う ゅかぇゃくにえ さっあうししひさ, う たせょけあっしすゃっくくにえ 
させおけゃけょうすっかぬ, う ぇおすひさ» – っょうく ゃけ きくけゅうた かう-
ちぇた. ╁にこせしおくうお ╄おぇすっさうくぉせさゅしおけゅけ すっぇすさぇかぬ-
くけゅけ うくしすうすせすぇ, けく しすぇゃうか しこっおすぇおかう くぇ しちっくっ 
すっぇすさぇ «╁けかたけくおぇ», ぇ いぇすっき, ぉけかっっ ょっしはすう かっす 
くぇいぇょ, けさゅぇくういけゃぇか しゃけえ すっぇすさ ぇくすさっこさうい. 
]っゅけょくは けく っいょうす こけ ゅけさけょぇき ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう し さぇいかうつくにきう こけしすぇくけゃおぇきう, しさっょう 
おけすけさにた «]っきぬは ゃせさょぇかぇおぇ» – けょくぇ うい しぇきにた 
しっさぬひいくにた, けしすさにた, ゃっょぬ こけしゃはとっくぇ けくぇ こさけ-
ぉかっきっ くぇさおけきぇくうう. ′ぇこうしぇくぇ こぬっしぇ っおぇすっ-
さうくぉせさあちっき ╁ぇしうかうっき ]うゅぇさっゃにき – くにくっ うい-
ゃっしすくにき ょさぇきぇすせさゅけき, かぇせさっぇすけき さぇいかうつくにた 
こさっきうえ, ぇ ゃ きけきっくす っひ しけいょぇくうは – くぇつうくぇの-
とうき, ょっぉのすぇくすけき.

╁ こぬっしっ さぇいにゅさにゃぇっすしは すさぇゅうつっしおうえ しちっくぇ-
さうえ さぇしこぇょぇ しっきぬう ょゃぇょちぇすうかっすくっゅけ くぇさおけ-
きぇくぇ [けきに. ╁うくけゃくうお すさぇゅっょうう こけはゃかはっすしは 
くぇ しちっくっ すけかぬおけ ゃ しぇきけき おけくちっ, ぇ こけ たけょせ けし-
くけゃくけゅけ ょっえしすゃうは いさうすっかぬ くぇぉかのょぇっす, おぇお すっ-
てうす しっぉは かけあくにきう くぇょっあょぇきう っゅけ きぇすぬ, ぇ こけ-
すけき こけつすう ぉぬひすしは ゃ うしすっさうおっ けす ぉっししうかうは. ╉ぇお 
ゃにきけゅぇっす せ さけょうすっかっえ ぉけかぬてせの しせききせ ょっくっゅ 
くぇさおけすけさゅけゃっち, おけすけさけきせ しにく-くぇさおけきぇく はおけ-
ぉに いぇょけかあぇか, おぇお けしおけさぉかはっす けぉけうた ぉさぇくくに-
きう しかけゃぇきう. 〈ぇお う くっ ょけぉうゃてうしぬ こかぇすっあぇ (ゃしっ 
ょっくぬゅう ょぇゃくけ うしすさぇつっくに くぇ かっつっくうっ [けきに), 
ぉぬひす, ゃにぉさぇしにゃぇっす うい うくゃぇかうょくけえ おけかはしおう 
くぇ こけか こぇさぇかういけゃぇくくけゅけ けすちぇ (ねすけ – しぇきにえ 
ょさぇきぇすうつくにえ きけきっくす こけしすぇくけゃおう), いぇぉうさぇっす 
う せゃけいうす «ゃ しつひす ょけかゅぇ» ぉっさっきっくくせの くっゃっしすせ 
[けきに. ╉けゅょぇ [けきぇく ゃけいゃさぇとぇっすしは, くぇおけくっち, 
ょけきけえ, けく けぉくぇさせあうゃぇっす せきっさてっゅけ けすちぇ う 
こぇさぇかういけゃぇくくせの きぇすぬ… おけすけさぇは けすょぇひす しにくせ 
しゃけう こけしかっょくうっ させぉかう, いくぇは, つすけ けく うしすさぇすうす 
うた くぇ くぇさおけすうおう, しけ しかけゃぇきう «おせこう くぇ ゃしっ». 
╆ぇくぇゃっし.

╁しひ ねすけ ょっえしすゃけ さぇいゃけさぇつうゃぇかけしぬ くぇ ゅかぇ-
いぇた せつっくうおけゃ しっょぬきにた おかぇししけゃ, ょかは おけすけさにた, 
こけ しゃうょっすっかぬしすゃせ さけょうすっかっえ, こけしっとっくうっ 
ぉにかけ けぉはいぇすっかぬくにき. ╃っすう さっぇゅうさけゃぇかう くっ-
けょくけいくぇつくけ: おすけ-すけ しきけすさっか いぇゃけさけあひくくけ, ぇ 
うくにっ さぇいゅけゃぇさうゃぇかう, てせきっかう, ょぇあっ しゃうしすっ-
かう. ╋けあっす ぉにすぬ, くっ せゃかっおかうしぬ こけしすぇくけゃおけえ, 
ぇ きけあっす, おぇお さぇい くぇけぉけさけす, ぉにかう しかうておけき 
ゃこっつぇすかっくに くぇすせさぇかうしすうつくにき ういけぉさぇあっくうっき 
さっぇかぬくけしすう. ╁っょぬ けす くうた ねすぇ すひきくぇは, けすゃさぇすう-

すっかぬくぇは しすけさけくぇ あういくう っとひ ょぇかっおぇ. ‶け おさぇえ-
くっえ きっさっ, たけつっすしは ゃ ねすけ ゃっさうすぬ. ╇ たけつっすしは, 
つすけぉに けくう けしすぇゃぇかうしぬ ょぇかひおうきう けす ういくぇくおう 
さっぇかぬくけしすう おぇお きけあくけ ょけかぬてっ.

╉ぇお さぇい ゃ しゃはいう し ねすうき ゃけいくうお しこけさ ゃ さはょぇた 
けぉとっしすゃっくくけしすう: ぇ くぇょけ かう こさっょせこさっあょぇすぬ 
ょっすっえ  け ゅさけいはとっえ けこぇしくけしすう すぇおうき しこけしけ-
ぉけき? ′ぇょけ かう すぇお さぇくけ ぉせおゃぇかぬくけ くけしけき すに-
おぇすぬ うた ゃ ゅさはいぬ う ういゃさぇとひくくけしすぬ «ゃいさけしかけえ» 
あういくう? ′っ しかっょせっす かう ゅけゃけさうすぬ し ょっすぬきう け 
こさけぉかっきっ くぇさおけきぇくうう ぉけかっっ ぇおおせさぇすくけ, うくけ-
しおぇいぇすっかぬくけ, ゃけしこうすにゃぇすぬ うた くっ くぇ けすさうちぇ-
すっかぬくけき, ぇ くぇ こけかけあうすっかぬくけき こさうきっさっ, くっ 
すさぇゃきうさせは ょっすしおせの こしうたうおせ? ぁすう ゃけこさけしに, ゃ 
つぇしすくけしすう, いぇょぇかぇ しぇきけえ しっぉっ, しこっちうぇかうしすぇき 
ゃ しそっさっ こっょぇゅけゅうおう う こしうたけかけゅうう くぇてっゅけ 
けおさせゅぇ, ぇ すぇおあっ ゅかぇゃくけきせ さっあうししひさせ すっぇすさぇ 
╋うたぇうかせ ‶ぇいくうおけゃせ させおけゃけょうすっかぬ おけきうししうう 
こけ いょさぇゃけけたさぇくっくうの, けぉさぇいけゃぇくうの う おせかぬすせ-
さっ ¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇかぇすに ╀╂¨ ′ぇょっあょぇ ╅う-
ゅぇかぬしおぇは (くぇ そけすけ).

«╁¨]‶╇〈┿′╇╄ ′┿ ‶[¨〈╄]〈╄» 
╇╊╇ [┿╆╁[┿】╄′╇╄?
– ╄しすぬ かう せ ゃぇし さっおけきっくょぇちうう こっょぇゅけゅけゃ-

こしうたけかけゅけゃ けすくけしうすっかぬくけ ゃけいさぇしすくけえ こかぇく-
おう, し おけすけさけえ きけあくけ ょっきけくしすさうさけゃぇすぬ ねすけす 
しこっおすぇおかぬ こっさっょ ょっすぬきう? – いぇょぇかぇ ′ぇょっあょぇ 
╋うたぇえかけゃくぇ ゃけこさけし さっあうししひさせ.

– [っおけきっくょぇちうの お こさけしきけすさせ しこっおすぇおかは し 
ょゃっくぇょちぇすう かっす ょぇかう こっょぇゅけゅう けさゅぇくういぇちうう 
«》けかうし», おけゅょぇ けくぇ っとひ ぇおすうゃくけ さぇぉけすぇかぇ 
ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ こさう こけょょっさあおっ ぇょきうくう-
しすさぇちうう ゅけさけょぇ. ‶けすけき «》けかうし» いぇおさにかう, っひ 
させおけゃけょうすっかぬ ょうしおさっょうすうさけゃぇか しっぉは う しゃけう 
きっすけょうおう, くけ ねすけ くっ いくぇつうす, つすけ すぇき さぇぉけすぇ-
かう こかけたうっ しこっちうぇかうしすに う うた きくっくうの くっかぬいは 
ょけゃっさはすぬ, – けすゃっすうか ╋うたぇうか ┿かっおしぇくょさけゃうつ.

′ぇこけきくうき, つすけ ょっはすっかぬくけしすぬ きせくうちうこぇかぬ-
くけゅけ ちっくすさぇ きっょうおけ-こしうたけかけゅうつっしおけえ こけきけ-
とう くぇしっかっくうの «》けかうし» ぉにかぇ こさっおさぇとっくぇ 

ゃ 2006-き ゅけょせ こけしかっ てうさけおけゅけ ゃけいきせとっくうは 
けぉとっしすゃっくくけしすう – ぇししけちうぇちうう ゅけさけょしおうた 
さけょうすっかぬしおうた おけきうすっすけゃ – きっすけょぇきう っゅけ さぇ-
ぉけすに. ‶けいあっ ねすう きっすけょに ぉにかう けそうちうぇかぬくけ 
こさういくぇくに ゃさっょくにきう, せゅさけあぇのとうきう ぉかぇゅけ-
こけかせつくけきせ さぇいゃうすうの ょっすっえ う いぇこさっとっくに. 

– ╁にょぇのとうっしは こっょぇゅけゅう う こしうたけかけゅう 
しつうすぇのす, つすけ ょっすっえ くせあくけ ょっさあぇすぬ くぇ さぇし-
しすけはくうう けす «つひさくけえ» しすけさけくに あういくう おぇお 
きけあくけ ぉけかっっ ょかうすっかぬくけっ ゃさっきは. [ぇいゅけゃぇさう-
ゃぇすぬ し くうきう けぉ けきせすぇた ぉっいくさぇゃしすゃっくくけしすう, 
ゃ おけすけさにっ うた きけあっす いぇすはくせすぬ, くぇょけ けつっくぬ 
ょっかうおぇすくけ. ‶さうきっさくけ けぉ ねすけき ゅけゃけさうか う 
こさけすけうっさっえ, くぇしすけはすっかぬ たさぇきぇ ╁しった ]ゃはすにた 
ゃ ╉さぇしくけき ]っかっ ゅけさけょぇ ╋けしおゃに, ういゃっしすくにえ 
こさけこけゃっょくうお う こっょぇゅけゅ ┿さすっきうえ ╁かぇょうきう-
さけゃ, おけすけさにえ くっ すぇお ょぇゃくけ こさうっいあぇか ゃ くぇて 
ゅけさけょ う ょぇゃぇか こせぉかうつくせの かっおちうの ゃ ╃【╇ 
わ1, – ゅけゃけさうす ′ぇょっあょぇ ╋うたぇえかけゃくぇ.

– ╋に こけおぇいにゃぇっき あういくぬ すぇおけえ, おぇおぇは けくぇ 
っしすぬ, う ょっすう, こっさっあうゃ こけすさはしっくうっ, くぇ こさけ-

すっしすっ けすゃっさくせすしは けす っひ くっかうちっ-
こさうはすくけえ しすけさけくに, – ゃけいさぇあぇ-
っす ╋うたぇうか ‶ぇいくうおけゃ.

– ぁすうき しこっおすぇおかっき きに くっしひき 
ゃぇあくせの きうししうの – ゅけゃけさうすぬ しけ 
しちっくに け しっさぬひいくにた ゃっとぇた. ぁすけ 
– くぇてぇ こけいうちうは, ゃ けすかうつうっ けす 
きくけゅうた おさせこくにた すっぇすさけゃ, おけすけ-
さにっ しすぇゃはす けょくせ さぇいゃかっおぇかけゃ-
おせ. ╂けしこけあぇ 〉きくうおけゃぇ (╄ゃゅっくうは 
╊っけくうょけゃくぇ 〉きくうおけゃぇ – くぇ-
つぇかぬくうお せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけ-
ゃぇくうは ぇょきうくうしすさぇちうう ゅけさけょぇ 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. – ┿ゃす.) くっ こけ-
いゃけかはっす こけおぇいにゃぇすぬ «]っきぬの 
ゃせさょぇかぇおぇ» こっさっょ っおぇすっさうく-
ぉせさゅしおうきう ておけかぬくうおぇきう, ゅけゃけ-
さうす: «′ぇき くっ くせあっく ねすけす しこっお-
すぇおかぬ ゃ ておけかぇた, つっき きっくぬてっ 
きに ゅけゃけさうき けぉ ねすけえ こさけぉかっきっ, 
すっき かせつてっ». ┿ は しつうすぇの, つすけ 
くっす. ¨ぉ ねすけき くせあくけ ゅけゃけさうすぬ, 
う ょっすう ょけかあくに こさうくうきぇすぬ おぇお 
きけあくけ ぉけかぬてっっ せつぇしすうっ ゃ しこけ-
さぇた, さぇいゅけゃけさぇた. ╁ ┿かぇこぇっゃしおっ, 

ゃ ておけかっ ょっゃけつおぇ こけしかっ しこっおすぇおかは しおぇいぇかぇ: 
«〈っこっさぬ は ぉせょせ しゃけうき ょさせいぬはき ゅけゃけさうすぬ, 
つすけぉに くっ こさけぉけゃぇかう くぇさおけすうおう!» ╄え し おけく-
ちぇ いぇかぇ おさうつぇす: «╃ぇ おすけ すっぉは こけしかせてぇっす!» 
┿ けくぇ: «′っす, は ゃしひ さぇゃくけ ぉせょせ ゅけゃけさうすぬ, う 
しぇきぇ くっ しすぇくせ ねすけゅけ ょっかぇすぬ!» ‶けしかっ ねすけゅけ 
きに しつうすぇっき, つすけ くぇてせ きうししうの ゃにこけかくうかう. 
╇ けすくけしうきしは お ねすけきせ けつっくぬ しっさぬひいくけ, – せす-
ゃっさあょぇっす さっあうししひさ.

╃かは くっこけしゃはとひくくにた こさうゃっょせ こさうきっさ いぇ-
こさっとひくくけえ きっすけょうおう «》けかうしぇ». 〉つっぉくぇは 
こさけゅさぇききぇ «[っしせさしに いょけさけゃぬは», さぇいさぇぉけ-
すぇくくぇは しこっちうぇかうしすぇきう «》けかうしぇ», こさっょこけ-
かぇゅぇかぇ すぇおせの うゅさせ ょかは «こさけそうかぇおすうおう» 
さぇしこさけしすさぇくっくうは ╁╇』-うくそっおちうう: ょっすう いぇ-
おさにゃぇのす ゅかぇいぇ, けょうく うい くうた けぉなはゃかはっすしは 
╁╇』-うくそうちうさけゃぇくくにき. ¨く ょけかあっく こけょけえ-
すう お すさひき けょくけおかぇししくうおぇき う こけつひしにゃぇくぬっき 

かぇょけくう け かぇょけくぬ ういけぉさぇいうすぬ ゃうさすせぇかぬくにえ 
こけかけゃけえ ぇおす… ‶けすさはしっくうっ ょっすはき ぉにかけ けぉっ-
しこっつっくけ, くけ こけかっいくにき けくけ くっ ぉにかけ.

′╄ ╃¨╉┿〈╇〈を]ぅ ╃¨ «》¨╊╇]┿»
╉ ょうしおせししうう ゃけおさせゅ しこっおすぇおかは こけょおかの-

つうかしは う ぉっさひいけゃしおうえ さけょうすっかぬしおうえ おけきうすっす, 
こさっょしっょぇすっかぬ おけすけさけゅけ, ┿くょさっえ ]すぇさけょせぉっち, 
ょぇあっ こさけおけくしせかぬすうさけゃぇかしは しけ しこっちうぇかうしすけき 
〉さぇかぬしおけゅけ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ こっょぇゅけゅうつっ-
しおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ.

– ╃けちっくす おぇそっょさに こしうたけかけゅうう こっょぇゅけゅう-
つっしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ ′ぇすぇかぬは 《ひょけさけゃくぇ 
┿かうっゃぇ, おけすけさけえ は けつっくぬ こけょさけぉくけ こけ すっかっ-
そけくせ ういかけあうか しせすぬ う こけょさけぉくけしすう しこっおすぇおかは 
«]っきぬは ゃせさょぇかぇおぇ», さっおけきっくょけゃぇかぇ しゅかぇょうすぬ 
こけすさはしっくうっ ょっすっえ ぉっしっょけえ し こっょぇゅけゅけき こけしかっ 
しこっおすぇおかは. ′ぇこさうきっさ, こっょぇゅけゅ きけあっす こさっょ-
かけあうすぬ ょっすはき しけけぉとぇ こさうょせきぇすぬ «ゃすけさせの 
しっさうの» しけ しつぇしすかうゃにき おけくちけき. ╃っすう こけさけえ 
きけゅせす こさっょかけあうすぬ すぇおうっ ゃにたけょに, つすけ う ゃいさけし-
かにえ くっ ょけょせきぇっすしは! ぁすけ ぉせょっす さぇいさはょおけえ ょかは 
こっさっゅさせあっくくけえ すはあひかにき きぇすっさうぇかけき ょっす-
しおけえ こしうたうおう. [ぇい ょさせゅうた しこっおすぇおかっえ こけ こさけ-
ぉかっきっ くぇさおけきぇくうう こけおぇ くっす, ぇ さぇいゅけゃぇさうゃぇすぬ 
けぉ ねすけき し ょっすぬきう くぇょけ, ょせきぇの, ねすけ きけあっす 
ぉにすぬ こさうっきかっきにき ゃにたけょけき, – こけかぇゅぇっす ┿く-
ょさっえ ′うおけかぇっゃうつ.

╉しすぇすう, ゅかぇゃくにえ さっあうししひさ ╋うたぇうか ‶ぇいくう-
おけゃ こさけゃけょうか こけしかっ しこっおすぇおかは おけさけすおせの ぉっ-
しっょせ, ぇ くっおけすけさにっ せつうすっかは, しけこさけゃけあょぇゃてうっ 
ょっすっえ くぇ こさけしきけすさっ, しおぇいぇかう, つすけ けぉはいぇすっかぬ-
くけ けぉしせょはす っゅけ しけ ておけかぬくうおぇきう くぇ おかぇししくけき 
つぇしっ, ぇ きけあっす ぉにすぬ, う くぇこうてせす しけつうくっくうは.

╁けこさけし くぇしつひす しこっおすぇおかは う けすくけてっくうは お 
くっきせ きに いぇょぇかう う くぇつぇかぬくうおせ せこさぇゃかっくうは 
けぉさぇいけゃぇくうは ぇょきうくうしすさぇちうう くぇてっゅけ けおさせゅぇ 
┿かっおしっの ╀さぇすつうおけゃせ. 

– ぅ くっ ょぇゃぇか せおぇいぇくうは けぉ けぉはいぇすっかぬくけき こけ-
しっとっくうう しこっおすぇおかは ておけかぬくうおぇきう う くっ うきっの 
けすくけてっくうは お こけょゅけすけゃおっ ねすけゅけ きっさけこさうはすうは. 
]ぇき しこっおすぇおかぬ くっ ゃうょっか, こけねすけきせ くっ ゅけすけゃ 
けぉしせあょぇすぬ っゅけ ゃけしこうすぇすっかぬくせの そせくおちうの うかう 
ねしすっすうつっしおうえ せさけゃっくぬ, – しおぇいぇか ┿かっおしっえ ╁は-
つっしかぇゃけゃうつ. 

〈ぇお うかう うくぇつっ, しこっおすぇおかぬ せあっ しけしすけはか-
しは, ょっすう っゅけ こけしきけすさっかう, う くうつっゅけ くっ ういきっ-
くうすぬ. ╀せょっす たけさけてけ, っしかう «]っきぬは ゃせさょぇかぇおぇ» 
しすぇくっす こけゃけょけき ょかは てうさけおけゅけ けぉしせあょっくうは 
しかっょせのとうた ゃぇあくにた ゃけこさけしけゃ: ゃ おぇおけえ そけさ-
きっ くせあくけ こさっこけょくけしうすぬ ておけかぬくうおぇき こさけ-
そうかぇおすうおせ いぇゃうしうきけしすっえ – すぇぉぇおけおせさっくうは, 
くぇさおけきぇくうう, ぇかおけゅけかういきぇ? ′ぇしおけかぬおけ こさは-
きけかうくっえくけ きけあくけ ゅけゃけさうすぬ し ょっすぬきう け しけ-
ちうぇかぬくにた こけさけおぇた? ╂ょっ ゅさぇくぬ, いぇ おけすけさけえ 
おけくつぇっすしは こさけそうかぇおすうおぇ う くぇつうくぇっすしは こさっ-
あょっゃさっきっくくけっ こさうけぉとっくうっ くっけおさっこてうた ょせて 
ょっすっえ お «ぉけかはつおぇき» けぉとっしすゃぇ? ╃せきぇの, ねすう 
ゃけこさけしに ぇおすせぇかぬくに くっ すけかぬおけ ょかは こっょぇゅけゅけゃ, 
くけ (ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ!) ょかは させおけゃけょはとうた かうち 
くぇ せさけゃくっ ぇょきうくうしすさぇちうう ゅけさけょぇ, おけすけさにっ 
けこさっょっかはのす こさけしゃっすうすっかぬしおせの こけかうすうおせ う 
ょけかあくに ぉにすぬ けつっくぬ ゃくうきぇすっかぬくにきう, つすけぉに 
くっくぇさけおけき くっ しおぇすうすぬしは ょけ きっすけょけゃ う こさう-
ひきけゃ こっつぇかぬくけ ういゃっしすくけゅけ «》けかうしぇ».

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╉けきぇくょけゃぇくうっ 『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 ゅけすけゃけ こさうゅかぇ-
しうすぬ あうすっかっえ ╁っさたくっえ ‶にてきに う 
╀っさひいけゃしおけゅけ くぇ きっさけこさうはすうは こけ 
せくうつすけあっくうの ぉけっこさうこぇしけゃ. 〈ぇおけっ 
こさっょかけあっくうっ こさけいゃせつぇかけ くぇ しけゃっ-
とぇくうう せ ╂かぇゃくけゅけ そっょっさぇかぬくけゅけ 
うくしこっおすけさぇ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう ╁うおすけさぇ ╋うくっくおけ. ╂かぇゃくけえ 
すっきけえ けぉしせあょっくうは しすぇかう ゃいさにゃに 
くぇ こけかうゅけくぇた ゃぉかういう くぇしっかひくくにた 
こせくおすけゃ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ╁っさた-
くはは ‶にてきぇ う ╀っさひいけゃしおけゅけ, しけけぉ-
とぇっす うくそけさきぇちうけくくけっ ぇゅっくすしすゃけ 
Justmedia.  ╂さぇあょぇくっ あぇかせのすしは 
くぇ ゃうぉさぇちうの くっしせとうた おけくしすさせお-
ちうえ あうかにた こけきっとっくうえ, すけかつおう う 
おけかっぉぇくうは, こけしすっこっくくけっ さぇいさせてっ-
くうっ ょけきけゃ.

′ぇつぇかぬくうお うくあっくっさくにた ゃけえしお 
『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 ┿くょさっえ ╂ぇゅかけっゃ けすきっすうか, つすけ 
っあっょくっゃくにえ こかぇく せくうつすけあっくうは 
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» しけしすぇゃかはっす 105 すけくく, 

っょうくけゃさっきっくくけ いぇおかぇょにゃぇっすしは 
120 おうかけゅさぇききけゃ ゃ すさけすうかけゃけき 
ねおゃうゃぇかっくすっ. ╁いさにゃくにっ さぇぉけすに 
こかぇくうさせっすしは いぇゃっさてうすぬ ゃ うのかっ 
すっおせとっゅけ ゅけょぇ.

– 〈ったくうつっしおう くっゃけいきけあくけ, つすけ-
ぉに せくうつすけあっくうっ ぉけっこさうこぇしけゃ しすぇ-
かけ こさうつうくけえ さぇいさせてっくうは ょけきけゃ. 
』すけぉに さぇいゃっくつぇすぬ ゃしっ しけきくっくうは 
う ょけおぇいぇすぬ くっけぉけしくけゃぇくくけしすぬ こけ-
しすせこぇのとうた しけ しすけさけくに くぇしっかっくうは 
あぇかけぉ, は こさっょかぇゅぇの こさうゅかぇしうすぬ 
くぇ きっさけこさうはすうは こけ せくうつすけあっくうの 
ぉけっこさうこぇしけゃ きっしすくにた あうすっかっえ, 
こさっょしすぇゃうすっかっえ けぉとっしすゃっくくにた 
けさゅぇくういぇちうえ, しさっょしすゃ きぇししけゃけえ 
うくそけさきぇちうう. ╋に きけあっき いぇかけ-
あうすぬ ぉけかぬてっ いぇさはょぇ, くけ ょぇあっ くぇ 
さぇししすけはくうう ゃ すさう-つっすにさっ おうかけきっ-
すさぇ くうおすけ くうつっゅけ くっ こけつせゃしすゃせ-
っす. 〈ぇおうき けぉさぇいけき, きに くぇゅかはょくけ 
こさけょっきけくしすさうさせっき, つすけ けこぇしっくうは 
ぉっしこけつゃっくくに, – しけけぉとうか ┿くょさっえ 
╂ぇゅかけっゃ.

╁ しゃけの けつっさっょぬ, うしこけかくはのとうえ 

けぉはいぇくくけしすう こっさゃけゅけ いぇきっしすうすっ-
かは きうくうしすさぇ こさけきにてかっくくけしすう う 
くぇせおう けぉかぇしすう ╁ぇかっさうえ 〈せさかぇっゃ 
くぇいゃぇか «こけょさにゃくけえ» しこけしけぉ せすう-
かういぇちうう ぉけっこさうこぇしけゃ ぉっしたけいはえ-
しすゃっくくにき. ╀けかっっ すけゅけ, ゃいさにゃくにっ 
さぇぉけすに こさけゃけょはすしは し くぇさせてっくうっき 
すさっぉけゃぇくうえ 《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ 
«¨ぉ けたさぇくっ ぇすきけしそっさに».

– ′ぇ すっささうすけさうう ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう ぉぇいうさせのすしは くっしおけかぬおけ 
こさっょこさうはすうえ, おけすけさにっ きけゅせす いぇ-
くはすぬしは せすうかういぇちうっえ ぉけっこさうこぇしけゃ, 
おけすけさにっ うきっのす ゃけいきけあくけしすぬ こさけ-
ゃけょうすぬ さぇぉけすに こけ ょぇかぬくっえてっきせ 
うしこけかぬいけゃぇくうの ゃにしゃけぉけあょぇっきにた 
ねかっきっくすけゃ ういょっかうえ ゃ こさけういゃけょ-
しすゃっ, つすけ こけいゃけかはっす くぇかぇょうすぬ こけ-
しすぇゃおせ きうくうしすっさしすゃせ けぉけさけくに [けし-
しうう せつっぉくにた ういょっかうえ こけ ちっくっ ゃ ょゃぇ 
さぇいぇ くうあっ, つっき ゃくけゃぬ ういゅけすけゃかっく-
くにっ. ̈ ょくぇおけ ゃいぇうきけょっえしすゃうっ きっあ-
ょせ おけきぇくょけゃぇくうっき 『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 しゃっさょかけゃしおうきう 
こさっょこさうはすうはきう くっ けさゅぇくういけゃぇくけ, 

– いぇはゃうか けく.
╁ けすゃっす くぇ 

いぇきっつぇくうっ ╁ぇ-
かっさうは 〈せさかぇっ-
ゃぇ ┿くょさっえ ╂ぇ-
ゅかけっゃ けすきっすうか, 
つすけ せしかけゃうは, 
ゃにしすぇゃかはっきにっ 
ょうさっおすけさぇきう 
いぇゃけょけゃ, くっ ゃにゅけょくに ゃけっくくにき, こけ-
ねすけきせ しけゃきっしすくぇは さぇぉけすぇ こけ せすう-
かういぇちうう ぉけっこさうこぇしけゃ くっ ゃっょひすしは.

╁うおすけさ ╋うくっくおけ, いぇしかせてぇゃ ょけ-
ゃけょに ゃにしすせこぇゃてうた, さっおけきっくょけゃぇか 
しすけさけくぇき こさけゃっしすう くっけぉたけょうきせの 
さぇぉけすせ う ょけゅけゃけさうすぬしは け こさうっき-
かっきけえ ちっくっ, ぇ すぇおあっ くぇかぇょうすぬ 
ゃいぇうきけょっえしすゃうっ きっあょせ おけきぇくょけ-
ゃぇくうっき 『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, けぉかぇしすくにきう う きせくうちう-
こぇかぬくにきう ゃかぇしすはきう.

‶けょゃけょは うすけゅう しけゃっとぇくうは, 
ゅかぇゃくにえ そっょっさぇかぬくにえ うくしこっおすけさ 
けすきっすうか, つすけ ょかは さってっくうは こさけ-
ぉかっきに くっけぉたけょうき おけきこかっおしくにえ 

ÂÎÅÍÍÛÅ  ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ  Â  ÃÎÑÒÈ
╅うすっかう ¨おすはぉさぬしおけゅけ う ╉っょさけゃおう ょけ しうた こけさ 

けとせとぇのす いっきくにっ すけかつおう けす ゃいさにゃけゃ. ╁ ねすうた こけ-
しひかおぇた うょひす しぉけさ こけょこうしっえ. ′っゅけょせのす う あうすっかう 
╁っさたくっえ ‶にてきに, ゃ きっしすくけえ ゅぇいっすっ «』ぇし ‶うお» 
くっけょくけおさぇすくけ ゃにたけょうかう きぇすっさうぇかに し うくそけさ-
きぇちうっえ け さぇいさせてっくうはた こけしすさけっお ゃ こけしひかおぇた 
けおさせゅぇ. 

こけょたけょ, こけねすけきせ ゃぇあくけ けぉなっょう-
くうすぬ しうかに ゃしった いぇうくすっさっしけゃぇくくにた 
しすけさけく. ′っけぉたけょうきけ すぇお こけしすさけ-
うすぬ さぇぉけすせ, つすけぉに おけきぇくょけゃぇくうっ 
『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 ゃ 
せしすぇくけゃかっくくにっ しさけおう ゃにこけかくうかけ 
いぇょぇつせ こけ せすうかういぇちうう ぉけっこさうこぇ-
しけゃ, くけ こさけゃけょうきにっ きっさけこさうはすうは 
くっ こけゃかっおかう いぇ しけぉけえ くっゅぇすうゃくにた 
こけしかっょしすゃうえ. ╂かぇゃくにえ そっょっさぇかぬ-
くにえ うくしこっおすけさ さっおけきっくょけゃぇか 
せつぇしすくうおぇき しけゃっとぇくうは ゃ すっつっくうっ 
くっょっかう くぇこさぇゃうすぬ ゃ っゅけ ぇょさっし 
こさっょかけあっくうは, おぇしぇのとうっしは こけゃに-
てっくうは ぉっいけこぇしくけしすう こさう こさけうい-
ゃけょしすゃっ ゃいさにゃくにた さぇぉけす.



28 ╋┿[〈┿ 29 ╋┿[〈┿ 30 ╋┿[〈┿ 31 ╋┿[〈┿ 1 ┿‶[╄╊ぅ 2 ┿‶[╄╊ぅ 3 ┿‶[╄╊ぅ
6:00 ╃/《 ぁ╃〉┿[╃ ╋┿′╄ – ¨]′¨╁¨‶¨╊¨╅′╇╉ 

]¨╁[╄╋╄′′¨╂¨ ╇]╉〉]]〈╁┿

7:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

8:00 》/《 ╂┿╋╀〉[╂]╉╇╈ ]╋╄[〈′╇╉

10:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 ╃/《 ぁ╃〉┿[╃ ╋┿′╄ – ¨]′¨╁¨‶¨╊¨╅′╇╉ 

]¨╁[╄╋╄′′¨╂¨ ╇]╉〉]]〈╁┿

15:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

16:00 》/《 ╂┿╋╀〉[╂]╉╇╈ ]╋╄[〈′╇╉

18:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

21:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ′┿ [┿]]╁╄〈╄ – ‶¨]╊╄╃′╇╈ 

╊╇′╉¨[ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿

22:00 ╃/《 ╊ぃ╀╇╋｠╈ ‶[╇′『 《ぃ[╄[┿

23:00 ╃/《 ‶[¨〈╄]〈

0:30 ╃/《 ╉[╇╆╇] – ぁ〈¨ ╁｠╂¨╃′¨?

1:00 ╃/《 ‶〈╇』をぅ ╁¨╈′┿

2:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

5:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ′┿ [┿]]╁╄〈╄ – ‶¨]╊╄╃′╇╈ 

╊╇′╉¨[ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿

6:00 ╃/《 ╊ぃ╀╇╋｠╈ ‶[╇′『 《ぃ[╄[┿

7:00 ╃/《 ‶[¨〈╄]〈

8:30 ╃/《 ╉[╇╆╇] – ぁ〈¨ ╁｠╂¨╃′¨?

9:00 ╃/《 ‶〈╇』をぅ ╁¨╈′┿

10:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

13:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ′┿ [┿]]╁╄〈╄ – ‶¨]╊╄╃′╇╈ 

╊╇′╉¨[ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿

14:00 ╃/《 ╊ぃ╀╇╋｠╈ ‶[╇′『 《ぃ[╄[┿

15:00 ╃/《 ‶[¨〈╄]〈

16:30 ╃/《 ╉[╇╆╇] – ぁ〈¨ ╁｠╂¨╃′¨?

17:00 ╃/《 ‶〈╇』をぅ ╁¨╈′┿

18:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

21:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

22:00 》/《 《╊¨[╄′] ′┿╈〈╇′╂╄╈╊

23:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇

0:00 ╃/《 【┿[╊¨〈〈┿ – ╂╄[『¨╂╇′ぅ ′┿ ╁¨╈′╄

2:00 ╃/《 』┿』┿‶¨ぅ – ╆┿╂┿╃╉┿ ╇]』╄╆′〉╁【╄╈ 

『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

5:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

6:00 》/《 《╊¨[╄′] ′┿╈〈╇′╂╄╈╊

7:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇

8:00 ╃/《 【┿[╊¨〈〈┿ – ╂╄[『¨╂╇′ぅ ′┿ ╁¨╈′╄

10:00 ╃/《 』┿』┿‶¨ぅ – ╆┿╂┿╃╉┿ ╇]』╄╆′〉╁【╄╈ 

『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

13:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

14:00 》/《 《╊¨[╄′] ′┿╈〈╇′╂╄╈╊

15:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇

16:00 ╃/《 【┿[╊¨〈〈┿ – ╂╄[『¨╂╇′ぅ ′┿ ╁¨╈′╄

18:00 ╃/《 』┿』┿‶¨ぅ – ╆┿╂┿╃╉┿ ╇]』╄╆′〉╁【╄╈ 

『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/《 ╁ ‶¨╇]╉┿》 【╄[╊¨╉┿ 》¨╊╋]┿

21:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

22:00 》/《 ╅╄╊〈｠╈ ╃¨╋

23:30 ╃/《 ]╁╇╃╄〈╄╊を 〉╀╇╈]〈╁┿ ╋┿[〈╇′┿ 

╊ぃ〈╄[┿

0:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

1:00 ╃/] ‶¨╃╆╄╋′┿ぅ ╁¨╈′┿

2:00 ╃/《 ]╉[｠〈｠╄ ╋╇[｠: ‶¨╃╆╄╋′｠╈ [╇╋

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/《 ╁ ‶¨╇]╉┿》 【╄[╊¨╉┿ 》¨╊╋]┿

5:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

6:00 》/《 ╅╄╊〈｠╈ ╃¨╋

7:30 ╃/《 ]╁╇╃╄〈╄╊を 〉╀╇╈]〈╁┿ ╋┿[〈╇′┿ 

╊ぃ〈╄[┿

8:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

9:00 ╃/] ‶¨╃╆╄╋′┿ぅ ╁¨╈′┿

10:00 ╃/《 ]╉[｠〈｠╄ ╋╇[｠: ‶¨╃╆╄╋′｠╈ [╇╋

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/《 ╁ ‶¨╇]╉┿》 【╄[╊¨╉┿ 》¨╊╋]┿

13:00 ╃/] ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ′¨╊を

14:00 》/《 ╅╄╊〈｠╈ ╃¨╋

15:30 ╃/《 ]╁╇╃╄〈╄╊を 〉╀╇╈]〈╁┿ ╋┿[〈╇′┿ 

╊ぃ〈╄[┿

16:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

17:00 ╃/] ‶¨╃╆╄╋′┿ぅ ╁¨╈′┿

18:00 ╃/《 ]╉[｠〈｠╄ ╋╇[｠: ‶¨╃╆╄╋′｠╈ [╇╋

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ 【¨‶╄′┿

21:00 ╃/《 ╊┿′╉┿]〈╄[ ′┿ ╁¨╈′╄

22:00 ╃/《 〈┿╈′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を ╃╇╉╉╄′]┿

23:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿

0:00 ╃/《 ]╁ぅ】╄′′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ 《┿[┿¨′¨╁

1:00 ╃/] ╇′╃¨╉╇〈┿╈. ′┿[¨╃′┿ぅ ╁¨╈′┿

2:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ 【¨‶╄′┿

5:00 ╃/《 ╊┿′╉┿]〈╄[ ′┿ ╁¨╈′╄

6:00 ╃/《 〈┿╈′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を ╃╇╉╉╄′]┿

7:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿

8:00 ╃/《 ]╁ぅ】╄′′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ 《┿[┿¨′¨╁

9:00 ╃/《 ╁｠]【╇╈ ‶╇╊¨〈┿╅ ╁ ‶╄[╁〉ぃ ╋╇[¨╁〉ぃ

10:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ 【¨‶╄′┿

13:00 ╃/《 ╊┿′╉┿]〈╄[ ′┿ ╁¨╈′╄

14:00 ╃/《 〈┿╈′┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を ╃╇╉╉╄′]┿

15:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿

16:00 ╃/《 ]╁ぅ】╄′′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ 《┿[┿¨′¨╁

17:00 ╃/《 ╁｠]【╇╈ ‶╇╊¨〈┿╅ ╁ ‶╄[╁〉ぃ ╋╇[¨╁〉ぃ

18:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

21:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 ╃/《 』╇′╂╇]》┿′

23:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁

0:00 ╃/《 ╅╄[〈╁¨‶[╇′¨【╄′╇ぅ ╃[〉╇╃¨╁

1:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

2:00 ╃/《 ╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨╁┿〈を ╁ 80-╄

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

5:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

6:00 ╃/《 』╇′╂╇]》┿′

7:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁

8:00 ╃/《 ╅╄[〈╁¨‶[╇′¨【╄′╇ぅ ╃[〉╇╃¨╁

9:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

10:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 ╃/《 』╇′╂╇]》┿′

15:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁

16:00 ╃/《 ╅╄[〈╁¨‶[╇′¨【╄′╇ぅ ╃[〉╇╃¨╁

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

18:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

21:00 ╃/] ‶╊┿]〈╇』╄]╉┿ぅ 》╇[〉[╂╇ぅ ╁ ╃[╄╁′¨]〈╇

22:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿

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

0:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈[╄》 ╁¨╊》╁¨╁

1:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

2:00 ╃/《 ┿╆╇┿〈｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

3:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

4:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

5:00 ╃/] ‶╊┿]〈╇』╄]╉┿ぅ 》╇[〉[╂╇ぅ ╁ ╃[╄╁′¨]〈╇

6:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿

7:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

8:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈[╄》 ╁¨╊》╁¨╁

9:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

10:00 ╃/《 ┿╆╇┿〈｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

11:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

12:00 ╃/] ╉┿╉ ╇]╉〉]]〈╁¨ ]¨〈╁¨[╇╊¨ ╋╇[

13:00 ╃/] ‶╊┿]〈╇』╄]╉┿ぅ 》╇[〉[╂╇ぅ ╁ ╃[╄╁′¨]〈╇

14:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿

15:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

16:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈[╄》 ╁¨╊》╁¨╁

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

18:00 ╃/《 ┿╆╇┿〈｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

19:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

20:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

21:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 ╃/《 ┿′′┿ ╊╄〈╄′]╉┿: ╉¨╋╄╃╇┿′〈╉┿ ╇ 

′┿『╇]〈｠

23:00 ╃/] ╋¨[]╉┿ぅ ╃╄[╅┿╁┿

6.30 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

7.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

12.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

20.00 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇】╄′╉┿»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «¨]〈[¨╁ ╁¨╊』╇╈»

04.10 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

5.25, 7.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

12.00 》/《 «╆′┿╉ ]〉╃を╀｠»

14.05 «〈┿╉┿ぅ ╉[┿]╇╁┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を»

14.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿  «ぅ 〈╄╀ぅ ′╄′┿╁╇╅〉»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇】╄′╉┿»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «《¨[╋〉╊┿ ╊ぃ╀╁╇»

01.15 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄╋╄′┿», 1 ╇ 2 ]╄[╇╇

03.55 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.30 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

7.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

10.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╁¨]╉[╄]╄′を╄ ╁ ╅╄′]╉¨╈ ╀┿′╄»

15.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇】╄′╉┿»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «┿╊╊¨, ╁┿[【┿╁┿!»

01.05 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄╋╄′┿», 1 ╇ 2 ]╄[╇╇

03.40 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

04.35 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

7.00 》/《 «┿′╉¨[, ╄】┱ ┿′╉¨[!»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╁¨]╉[╄]╄′を╄ ╁ ╅╄′]╉¨╈ ╀┿′╄»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇】╄′╉┿», ╆┿╉╊. ]╄[╇ぅ

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «╄】┱ [┿╆ ‶[¨ ╊ぃ╀¨╁を»

01.25 》/《 «╅╇╆′を ╁ [¨╆¨╁¨╋ 『╁╄〈╄»

04.10 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

05.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.30 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

7.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

7.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

8.00 ╋┿[╇ぅ 【〉╉【╇′┿, ぅ[¨]╊┿╁ ╀¨╈╉¨, ┿╊╄╉-

]┿′╃[ ┿╀╃〉╊¨╁ ╁ ╋╄╊¨╃[┿╋╄ «ぅ 

〈╄╀ぅ ╊ぃ╀╊ぃ»

18.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶[¨《╄]]¨[ ╁ ╆┿╉¨′╄»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶[¨《╄]]¨[ ╁ ╆┿╉¨′╄», ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ ¨ ╊ぃ╀╁╇»

02.15 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.10 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

05.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.00 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

7.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.20 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

8.00 ]╉┿╆╉┿ «╁┿[╁┿[┿ – ╉[┿]┿, ╃╊╇′′┿ぅ ╉¨]┿»

9.30 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

10.30 》/《 «╀╄╊｠╈ ╀╇╋, 』┱[′¨╄ 〉》¨»

14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 》/《 «〈[╇ 〈¨‶¨╊ぅ ′┿ ‶╊ぃ】╇》╄»

18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «╉〉》′ぅ»

18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╄]╄′╇ぅ»

22.05 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を»

23.05 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «[¨╃′ぅ»

02.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╀[┿〈 ╇ ]╄]〈[┿»

04.40 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

7.30 》/《 «[¨╃′ぅ»

9.30 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

10.30 》/《 «‶¨╉[¨╁]╉╇╄ ╁¨[¨〈┿»

13.15 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

13.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

14.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

16.00 》/《 «╊¨╁〉【╉┿ ╃╊ぅ ¨╃╇′¨╉¨╂¨ ╋〉╅』╇′｠»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

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

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 》/《 «‶¨ ]╄╋╄╈′｠╋ ¨╀]〈¨ぅ〈╄╊を]〈╁┿╋»

22.10 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»

23.10 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00 》/《 «╉╇〈┿╈]╉╇╈ ╉╁┿[〈┿╊»

02.35 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

03.30 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

05.30 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.00, 8.00, 10.00 ]╄╈』┿]

6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25, 20.00 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»

10.30 》/《 «╅╄]〈¨╉╇╈ [¨╋┿′]»

12.00, 15.30 ]╄╈』┿]

12.30 》/《 «╅╄]〈¨╉╇╈ [¨╋┿′]»

13.40 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30, 22.00 ]╄╈』┿]

19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»

20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

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

22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

00.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

01.00 〈/] «╁¨╊╊┿′╃╄[»

02.55 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5-¨╋

04.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00, 10.00 ]╄╈』┿]

6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25, 20.00 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»

10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

11.25 》/《 «』╄[〈 ] ‶¨[〈《╄╊╄╋»

12.00, 15.30 ]╄╈』┿]

12.30 》/《 «』╄[〈 ] ‶¨[〈《╄╊╄╋»

13.20 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30, 22.00 ]╄╈』┿]

19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»

20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

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

22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

23.55 》/《 «‶[╇╉┿╆┿′¨ ╁╆ぅ〈を ╅╇╁｠╋»

01.40 》/《 «╊〉′┿ 2112»

03.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00, 10.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 20.00 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.25 》/《 «╁′╇╋┿′╇╄! ╁]╄╋ ‶¨]〈┿╋...»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╁′╇╋┿′╇╄! ╁]╄╋ ‶¨]〈┿╋...»
13.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.00 》/《 «╁′╇╋┿′╇╄! ╁]╄╋ ‶¨]〈┿╋...»
01.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
02.35 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5
04.10 ‶[¨╂[╄]]
05.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 20.00 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.20 》/《 «╁｠]〈[╄╊ ╁ 〈〉╋┿′╄»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╁｠]〈[╄╊ ╁ 〈〉╋┿′╄»
13.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
23.50 》/《 «╁｠]〈[╄╊ ╁ 〈〉╋┿′╄»
01.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
02.35 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5
04.10 ‶[¨╂[╄]]
05.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00, 10.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 20.00 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.45 》/《 «′╄ 》¨╃╇〈╄, ╃╄╁╉╇, ╆┿╋〉╅»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «′╄ 》¨╃╇〈╄, ╃╄╁╉╇, ╆┿╋〉╅»
13.40 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30, 18.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
23.00 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.25 》/《 «╁╇╈»
01.55 》/《 «′┿』┿╊を′╇╉ 』〉╉¨〈╉╇»

03.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.40 》/《 «╉〉╁｠[¨╉ 』╄[╄╆ ╂¨╊¨╁〉»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/《 «‶¨』╄╋〉 ╋｠ ′╄ ‶[╄╃]╉┿╆｠╁┿╄╋ ╆╄╋-

╊╄〈[ぅ]╄′╇ぅ?»

11.00 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

12.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇ ] ′╇╉¨╊┿╄╋ 

]╁┿′╇╃╆╄

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

14.00 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

17.55 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»

18.30 ]╄╈』┿]

19.00 〈/] «]╋╄[〈を 【‶╇¨′┿╋!»

23.15 〈/] «〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈ 《[¨′〈»

01.20 》/《 «‶╄[╄╉[╄]〈′｠╈ ¨╂¨′を»

03.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.10 》/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╅╄╊〈¨╂¨ 』╄╋¨╃┿′』╇╉┿»

9.35 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 «¨‶┿]′┿ぅ ╁]╄╊╄′′┿ぅ»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00 》/《 «╁╇╈»

15.35 》/《 «╁｠]〈[╄╊ ╁ ]‶╇′〉»

17.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»

01.05 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

02.05 ╃/] «¨‶┿]′┿ぅ ╁]╄╊╄′′┿ぅ»

03.05 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5

04.40 ╃/《 «╉〉╉〉【╉┿»

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

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

12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉»
04.25 》/《 «‶[¨[｠╁»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «¨]¨╀¨╄ ╋′╄′╇╄»
12.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
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 ╀¨╄╁╇╉ «╉¨′〈[¨╊を [┿╆〉╋┿»
03.10 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «¨]¨╀¨╄ ╋′╄′╇╄»
04.40 》/《 «┿╊╇]┿ ╇ ╀〉╉╇′╇]〈»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 ╃[┿╋┿ «╂┿]〈[¨╊╄[»
12.15 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
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 》/《 «』╄[╄‶┿ 2»
03.15 》/《 «╂┿]〈[¨╊╄[»
04.50 ╉¨╋╄╃╇ぅ «〈┿[┿╉┿′を╇ ╀╄╂┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «╃┿』′┿ぅ ‶¨╄╆╃╉┿ ]╄[╅┿′〈┿ 『｠╀〉╊╇»
12.05, 20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «]〉╋╄[╄』′｠╈ 』╄╊¨╁╄╉»
03.15 》/《 «╃┿』′┿ぅ ‶¨╄╆╃╉┿ ]╄[╅┿′〈┿ 『｠╀〉╊╇»
04.40 》/《 «‶[¨]′〉〈を]ぅ ╁ 【┿′》┿╄»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «╉[｠]╇′｠╈ 〉╂¨╊»
12.05 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
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 》/《 «╆｠╀〉』╇╄ ‶╄]╉╇. ╁｠》¨╃┿ ′╄〈»
03.00 》/《 «╉[｠]╇′｠╈ 〉╂¨╊»
04.30 》/《 «╃╁┿ 《┱╃¨[┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.10 ╃[┿╋┿ «╃╁┿ 《┱╃¨[┿»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.25 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «┿╊╋┿╆｠ 【┿》┿»

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

]〈[┿]〈╄╈ 3»

13.30, 18.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╂[〉‶‶┿ «ZETA»

16.30 ╀¨╄╁╇╉ «′〉╊╄╁¨╈ ╉╇╊¨╋╄〈[»

19.00, 01.20 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨]‶╄》╇ ╀¨╂┿»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»

03.20 ╀¨╄╁╇╉ «′〉╊╄╁¨╈ ╉╇╊¨╋╄〈[»

05.35 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

6.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «┿╊╋┿╆｠ 【┿》┿»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ ╃¨』を»

11.00 〈/] «╁╇¨╊┿ 〈┿[┿╉┿′¨╁┿ ╁ ╋╇[╄ ‶[╄]〈〉‶′｠》 

]〈[┿]〈╄╈ 3»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╂[〉‶‶┿ «ZETA»

16.30 〈[╇╊╊╄[ «′┿] ′╄ ╃¨╂¨′╇【を»

18.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

19.00, 01.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨]‶╄》╇ ╀¨╂┿. ¨‶╄[┿『╇ぅ 

╉¨′╃¨[»

21.15, 05.35 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 «╀╇〈╁┿ ‶¨╃ ╋¨]╉╁¨╈ 3»

03.45 〈[╇╊╊╄[ «′┿] ′╄ ╃¨╂¨′╇【を»

¨
》
¨
〈
┿

╇

[
｠
╀
┿
╊
╉
┿

6:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

7:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

7:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 4. ╊╄¨′╇╃ ぅ╉〉╀¨╁╇』

8:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠

8:30 [｠╀′｠╈ ]〈¨╊

8:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇ぅ ╁ ╀╄╊┿[〉]]╇ぃ

9:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿

10:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

11:10 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄

11:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇

12:20 ¨》¨〈┿ ╁ ╋¨′╂¨╊╇╇

13:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇

14:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁

14:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

15:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇

16:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋

16:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠

17:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

17:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

18:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿

19:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

20:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈

20:40 [｠╀┿╉╇-┿╋《╇╀╇╇

21:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

22:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

22:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋

23:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠

23:30 [｠╀′｠╈ ]〈¨╊

23:45 ]╊╄╃¨‶｠〈

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 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
14:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:10 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
15:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
16:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
16:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
17:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
17:40 ╀╄′╂┿╊を]╉╇╄ ╊¨╃¨』′╇╉╇
18:35 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
19:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
19:30 ╂¨[ぅ』╇╄ ‶┿[′╇ 3. ‶┿╁╄╊ ‶¨‶¨╁╇』
20:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
20:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
21:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
22:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
22:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
23:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
23:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
1:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
2:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
2:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
3:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
3:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
4:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
4:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
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[けょうゃてうえしは ゃ ╉さけくてすぇょすっ ゃ 
1886 ゅけょせ ゃ しっきぬっ きけさしおけゅけ ゃさぇつぇ, 
╂せきうかひゃ ょっすしすゃけ こさけゃひか ゃ 『ぇさしおけき 
]っかっ う ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ, けすさけ-
つっしすゃけ – ゃ 〈うそかうしっ, のくけしすぬ – しくけ-
ゃぇ ゃ 『ぇさしおけき ]っかっ. ‶けすけきせ ゃ ょせてっ 
ぉせょせとっゅけ こけねすぇ こっさっこかっかうしぬ しぇ-
きにっ さぇいくにっ ゃこっつぇすかっくうは, おけすけさにっ 
けこさっょっかうかう ういくぇつぇかぬくけ っゅけ ゃおせ-
しに, こけねすうつっしおうえ こけつっさお, くぇつうくぇは 
し こっさゃけゅけ しぉけさくうおぇ しすうたけゃ «‶せすぬ 
おけくおゃうしすぇょけさけゃ», おけすけさにえ けく うい-
ょぇか くぇ しゃけう ょっくぬゅう ゃ 1905 ゅけょせ.

ぁすせ ゅうきくぇいうつっしおせの おくうあおせ ╂せ-
きうかひゃ こさっょこけつうすぇか くっ ゃしこけきう-
くぇすぬ, くうおけゅょぇ くっ こっさっういょぇゃぇか.

]きけかけょせ, おぇお さぇししおぇいにゃぇのす きっ-
きせぇさうしすに, けく ぉにか けつっくぬ くっおさぇしうゃ, 
くっせおかのあ, ぉけかっいくっくくけ いぇしすっくつうゃ 
う しおけゃぇく. ╁ ねすけ すさせょくけ こけゃっさうすぬ: 
くぇしすけかぬおけ いくぇつうすっかぬくにき, しゃっすは-
とうきしは おさぇしけすけの う ぉかぇゅけさけょしすゃけき 
ゃにゅかはょうす かうちけ, ゅかはょはとっっ くぇ くぇし し 
こけいょくうた っゅけ そけすけゅさぇそうえ.

╃かは くっゅけ しかけゃくけ ぉに くっ しせとっ-
しすゃけゃぇかけ くっしぉにすけつくけゅけ. [ってうか 
こけゃうょぇすぬ きうさ – う こさけあうか ゃ のくけ-
しすう ょゃぇ ゅけょぇ ゃ ‶ぇさうあっ, ぇ こけすけき ゃ 
こぇさけたけょくけき すさのきっ しけゃっさてうか しゃけひ 
こっさゃけっ こせすってっしすゃうっ ゃ いぇゅぇょけつ-
くせの う けこぇしくせの ┿そさうおせ – すぇえおけき 
けす さけょうすっかっえ, こけつすう ぉっい ょっくっゅ. ╁け 
ゃさっきは ゃすけさけゅけ こせすってっしすゃうは ╂せきう-
かひゃせ せょぇかけしぬ こけぉにゃぇすぬ ゃ ╄ゅうこすっ. 
¨く くぇたけょうかしは «ぉかうい きっょかうすっかぬくけ-
ゅけ ′うかぇ, すぇき, ゅょっ けいっさけ ╋っさうょぇ ゃ 
ちぇさしすゃっ こかぇきっくくけゅけ [ぇ». ╁ こっさゃにた 
つうしかぇた くけはぉさは 1908 ゅけょぇ ╂せきうかひゃ 
ゃけいゃさぇとぇっすしは ゃ 『ぇさしおけっ ]っかけ. ╉ 
ねすけきせ ゃさっきっくう せあっ ぉせさくけ さぇいゃう-
ゃぇっすしは さけきぇく し ┿くくけえ ╂けさっくおけ (┿た-
きぇすけゃけえ). ╉くうゅぇ «[けきぇくすうつっしおうっ 
ちゃっすに», ゃにこせとっくくぇは ′うおけかぇっき 
]すっこぇくけゃうつっき ゃ 1908 ゅけょせ, う こけ-
しゃはとっくぇ っえ.

1909 ゅけょ くぇこけかくっく ょかは ╂せきうかひゃぇ 
きくけあっしすゃけき しけぉにすうえ, くけ ゅかぇゃくにき 
しすぇくけゃうすしは すさっすぬは こけっいょおぇ ゃ ┿そさう-
おせ. ╇い こうしぬきぇ こけねすせ ╋うたぇうかせ ╉せい-
きうくせ: «ぅ ゃ せあぇしくけき ゃうょっ: こかぇすぬっ 
きけひ ういけさゃぇくけ おけかのつおぇきう きうきけい, 
おけあぇ けぉゅけさっかぇ う きっょくけ-おさぇしくけ-
ゅけ ちゃっすぇ, かっゃにえ ゅかぇい ゃけしこぇかひく けす 
しけかくちぇ. ′け は ょけゃけかっく しゃけっえ こけっいょ-
おけえ. ¨くぇ きっくは こぬはくうす. ╉ぇお ゃうくけ». 
╇きっくくけ ゃ ねすせ こけっいょおせ けく しけぉさぇか 
きっしすくにえ そけかぬおかけさ, こさっけぉさぇいうゃ 
っゅけ ゃ しっさうの けさうゅうくぇかぬくにた ぇぉうし-
しうくしおうた こっしっく, ゃけてっょてうた ゃ しぉけさ-
くうお «』せあけっ くっぉけ». ╄ゅけ しぉけさくうお 
しすうたけゃ «【ぇすひさ» ちっかうおけき こけしゃは-
とひく ┿そさうおっ. 

╋っあょせ ぉっさっゅけき ぉせえくけゅけ 
                       ╉さぇしくけゅけ きけさは
╇ しせょぇくしおうき すぇうくしすゃっくくにき 
                       かっしけき ゃうょくぇ,
[ぇいきっすぇゃてうしぬ しさっょう つっすにさひた
                       こかけしおけゅけさうえ,
] けすょにたぇのとっえ かぬゃうちっの 
                       したけあぇ しすさぇくぇ.
╀にかけ っとひ けょくけ, つっすゃひさすけっ こせ-

すってっしすゃうっ, おけすけさけっ つぇしすうつくけ 
しこけくしうさけゃぇか ╋せいっえ ぇくすさけこけかけゅうう 
う ねすくけゅさぇそうう. ‶っさっょ しぇきにき けすな-
っいょけき ╂せきうかひゃ くっけあうょぇくくけ いぇぉけ-
かっか: すっきこっさぇすせさぇ こけょくはかぇしぬ ょけ 40 
ゅさぇょせしけゃ, こっさうけょうつっしおう すっさはか しけ-
いくぇくうっ, ゃにいゃぇくくにえ ゃさぇつ こさっょこけ-
かけあうすっかぬくけ ょうぇゅくけしすうさけゃぇか すうそ. 
〈っき くっ きっくっっ, ╂せきうかひゃ さってぇっすしは 
くぇ こけっいょおせ. ′ぇ おぇかっくょぇさっ 7 ぇこさっ-
かは 1913 ゅけょぇ. ¨つっくぬ くっこさけしすにき 
こせすひき ′うおけかぇえ ]すっこぇくけゃうつ ゃきっ-
しすっ し くっしおけかぬおうきう っょうくけきにてかっく-

くうおぇきう こさけょゃうゅぇっすしは ゃ ┿ぉうししう-
くうの. ╄たぇかう くぇ こけっいょっ,  ょさっいうくぇた, 
こかにかう くぇ こぇさけたけょっ, いぇすっき しくけゃぇ 
ったぇかう, くけ せあっ くぇ きせかぇた. ╆ぇ ゃさっきは 
こせすってっしすゃうは こさうたけょうかけしぬ こさけ-
させぉぇすぬ ょけさけゅせ ゃ かっしぇた, こけ くけつぇき 
ゃにしすさっかぇきう けすゅけくはすぬ ゅうっく, こっさっ-
こさぇゃかはすぬしは つっさっい さっおせ, おうてっゃてせの 
おさけおけょうかぇきう. ╉ すけきせ あっ しゃうさっこ-
しすゃけゃぇかぇ あぇさぇ, ぇ ゃけょに ぉにかけ おさぇえ-
くっ きぇかけ. 

╇ いゃっくうす う こけひす, 
      こけょくうきぇはしぬ, こっしけお,
¨く せいくぇか しゃけっゅけ ゅけしこけょうくぇ,
╁けいょせた きっさおくっす, 
     しすぇくけゃうすしは しけかくちぇ いさぇつけお,
╉ぇお ゅさぇくぇすけゃぇは しっさょちっゃうくぇ.
(«]ぇたぇさぇ»).
╁しっ こけょさけぉくけしすう ねすけえ ゅっさけう-

つっしおけえ ねおしこっょうちうう ′うおけかぇえ ]すっ-
こぇくけゃうつ そうおしうさけゃぇか ゃ ょくっゃくうおっ, 
おけすけさにえ ぉせおゃぇかぬくけ つせょけき しけたさぇ-
くうかしは. ╀にかぇ しけぉさぇくぇ ぉけかぬてぇは おけか-
かっおちうは こさっょきっすけゃ ねすくけゅさぇそうう, たぇ-
さぇおすっさういせのとうた ぇそさうおぇくしおうえ ぉにす, 
けぉさぇいちに そかけさに う そぇせくに, おけすけさにっ 
ぉにかう こっさっょぇくに きせいっの. 

〈はゅぇ お こせすってっしすゃうはき しけしっょしすゃせ-
っす し さぇぉけすけえ くぇょ しけゃっさてっくしすゃけき 
しすうたぇ. ¨ょくうき うい ゅかぇゃくにた くぇしすぇゃ-
くうおけゃ しすぇか ょかは ╂せきうかひゃぇ ╁ぇかっ-
さうえ ╀さのしけゃ. ′うおけかぇえ ]すっこぇくけゃうつ 
ぉにか しぇきけかのぉうゃにき, ゅけさょにき, くけ 
すっさこっかうゃにき う さぇぉけすけしこけしけぉくにき 
せつっくうおけき. 『っかう しゃけっえ けく ょけしすうゅ: 
ゃ しぉけさくうおっ «[けきぇくすうつっしおうっ しすう-
たう» (1908), こけ けちっくおっ すけゅけ あっ 
╀さのしけゃぇ, «くっ けしすぇかけしぬ う しかっょけゃ 
こさっあくっえ くっぉさっあくけしすう さぇいきっさけゃ, 
くっさはてかうゃけしすう さうそき, くっすけつくけしすう 
けぉさぇいけゃ». ]すうたう ′うおけかぇは ╂せきうかひ-

ゃぇ おさぇしうゃに, ういはとくに う ぉけかぬてっえ つぇ-
しすぬの うくすっさっしくに こけ そけさきっ. 』すけ あっ 
おぇしぇっすしは おくうゅう «╅っきつせゅぇ» (1910), 
すけ けくぇ さぇしちっくうゃぇっすしは おさうすうおぇきう 
おぇお こさうくちうこうぇかぬくぇは せょぇつぇ.

‶けつせゃしすゃけゃぇゃ しっぉは きぇしすっさけき, 
けく, おぇお きぇかけ おすけ ゃ させししおけえ こけねいうう, 
ゃけいうかしは し ょさせゅうきう くぇつうくぇのとうきう 
こけねすぇきう: ゃひか おさせあおう, しっきうくぇさに, 
しすせょうう, つうすぇか かっおちうう, さぇいさぇぉぇ-
すにゃぇか すっけさうの しすうたけすゃけさくけえ さっつう, 
ぇ っとひ しけいょぇか «『った こけねすけゃ». ]ょっ-
かぇゃてうえ しっぉは しぇき, たけすっか, つすけぉに 
う ょさせゅうっ こけかせつうかう てぇくし, けぉさっかう 
こけょょっさあおせ. ╄ゅけ せつっくうおう しすぇくけゃはす-
しは こけょ いくぇきひくぇ こさけゃけいゅかぇてひくくけゅけ 

せつうすっかっき かうすっさぇすせさくけゅけ くぇこさぇゃ-
かっくうは – ぇおきっういきぇ. ╇きっくくけ ぇおきっ-
ういき こさういゃぇく けつうしすうすぬ こけねいうの けす 
きうしすうおう う すせきぇくくけしすう, ょけかあっく 
ゃっさくせすぬ しかけゃせ  すけつくけっ こさっょきっすくけっ 
いくぇつっくうっ, ぇ しすうたせ – さぇゃくけゃっしうっ 
ゃしった ねかっきっくすけゃ. ┿おきっういき さけあょぇか-
しは こけょ くぇしきっておう: くうおすけ くっ たけすっか 
こさうくうきぇすぬ っゅけ ゃしっさぬひい. ′け うい くっゅけ 
ゃにてかう ╂せきうかひゃ, ┿たきぇすけゃぇ, ╋ぇく-
ょっかぬてすぇき, ╉せいきうく, ╂けさけょっちおうえ, 
╂っけさゅうえ ╇ゃぇくけゃ, ¨ょけっゃちっゃぇ, ¨ちせこ 
う ょさせゅうっ. [ぇしこぇかしは «『った こけねすけゃ» 
ゃけ ゃさっきは さっゃけかのちうう.

25 ぇこさっかは 1910 ゅけょぇ しけしすけは-
かけしぬ ゃっくつぇくうっ ′うおけかぇは ╂せきうかひゃぇ 
し ┿くくけえ ┿たきぇすけゃけえ. ╁すけさけゅけ きぇは 
きけかけょけあひくに けすこさぇゃかはのすしは ゃ しゃぇ-
ょっぉくけっ こせすってっしすゃうっ ゃ ‶ぇさうあ.

╄ひ ょせてぇ けすおさにすぇ あぇょくけ
╊うてぬ きっょくけえ きせいにおっ しすうたぇ,
‶さっょ あういくぬの, 
              ょけかぬくっえ う けすさぇょくけえ,
╁にしけおけきっさくぇ う ゅかせたぇ.
′っしかにてくにえ う くっすけさけこかうゃにえ,
〈ぇお しすさぇくくけ こかぇゃっく てぇゅ っひ,
′ぇいゃぇすぬ くっかぬいは っひ おさぇしうゃけえ,
′け ゃ くっえ ゃしひ しつぇしすうっ きけひ.   
(«¨くぇ»).
18 しっくすはぉさは  1912 ゅけょぇ せ ′うおけ-

かぇは ╂せきうかひゃぇ う ┿くくに ┿たきぇすけゃけえ 
さけょうかしは しにく ╊っゃ. ╁きっしすっ しせこさせゅう 
こさけあうかう  ゃけしっきぬ かっす. ╇た さぇいゃけょ 
しけしすけはかしは ゃ ぇゃゅせしすっ 1918 ゅけょぇ: ゃ 
あういくう ╂せきうかひゃぇ こけはゃうかぇしぬ ょさせゅぇは 
あっくとうくぇ.

╁ こっさゃにっ さっゃけかのちうけくくにっ ゅけょに  
′うおけかぇえ ]すっこぇくけゃうつ っとひ うきっっす 
ゃけいきけあくけしすぬ いぇくうきぇすぬしは ぇおすうゃ-
くけえ かうすっさぇすせさくけえ ょっはすっかぬくけしすぬの: 
つうすぇっす かっおちうう, こさけゃけょうす ゃっつっさ 
こけねいうう, せつぇしすゃせっす ゃ けさゅぇくういぇちうう 
‶っすさけゅさぇょしおけゅけ けすょっかぇ ╁しっさけし-
しうえしおけゅけ ]けのいぇ こうしぇすっかっえ. ╁すけ-
さけゅけ ぇゃゅせしすぇ 1920 ゅけょぇ ゃ ╃けきっ 
うしおせししすゃ こさけてひか ぇゃすけさしおうえ ゃっつっさ 
╂せきうかひゃぇ.

[っぇかぬくけしすぬ しかけゃくけ ぉに くっ いぇぉけ-
すうかぇ こけねすぇ, ぉにかぇ 
しおせつくぇ. 
╇ ゅけょ ゃすけさけえ お   
  おけくちせ しおかけくはっすしは,
′け すぇお あっ さっのす   
                いくぇきっくぇ
╇ すぇお あっ ぉせえくけ 
            ういょっゃぇっすしは
′ぇょ くぇてっえ 
  きせょさけしすぬの ゃけえくぇ.
╁しかっょ いぇ っひ 
  おさにかぇすにき ゅっくうっき,
╁しっゅょぇ うゅさぇのとうき 
                 ゃくうつぬの,
] こけぉっょくけえ 
 きせいにおけえ う こっくうっき
╁けえょせす ゃけえしおぇ 
    ゃ しすけかうちせ. 』ぬの?
╇かぬ いけさう 
      ぉせょせとうっ はしくにっ
〉ゃうょはす きうさ すぇおうき, 
          おぇお ゃしすぇさぬ, –
¨ゅさけきくにっ 
  ゅゃけいょうおう おさぇしくにっ
╇ くぇ ゅゃけいょうおぇた
         しこうす ょうおぇさぬ?

′け こけょけぉくにた しすうたけゃ せ ╂せきうかひ-
ゃぇ くっきくけゅけ. ‶けねいうは し しぇきけゅけ くぇ-
つぇかぇ ぉにかぇ ょかは くっゅけ くっ しこけしけぉけき 
こけゅさせあっくうは ゃ あういくぬ, ぇ しこけしけぉけき 
いぇとうすに, せたけょぇ けす くっひ. ╇ ねすけ こさう 
すけき, つすけ けく そういうつっしおう くっ ぉけはかしは 
くうつっゅけ. ╉さけきっ  つっすにさひた けこぇしくにた,  
さうしおけゃぇくくにた ゃけはあっえ ゃ ┿そさうおせ 
ぉにかけ っとひ せつぇしすうっ ゃ ‶っさゃけえ きう-
さけゃけえ ゃけえくっ. ′ぇたけょうかしは ゃ ょっえ-
しすゃせのとっえ ぇさきうう ぉけかっっ ょゃせた かっす, 
ぉにか こさけういゃっょひく ゃ こさぇこけさとうおう う 
くぇゅさぇあょひく ╂っけさゅうっゃしおうき おさっしすけき 
つっすゃひさすけえ しすっこっくう. ¨ょくぇ うい ゅかぇゃ-
くにた いぇゅぇょけお すゃけさつっしすゃぇ ╂せきうかひゃぇ: 
けく こけつすう くうおぇお くっ けすおかうおくせかしは くぇ 
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╁ぇかっくすうくぇ ╇╆╋¨╃╄′¨╁┿

ぜぼ ぞぎ だがぞご 
‶けきくの は, 
             いうきぇ ぉにかぇ ぉっししくっあくけえ, 
′う おぇすおぇ, くう ゅけさおう ぉっかけぉけおけえ,
′け ゃょさせゅ せすさけき 
                     こにてくけ う ゃぇかぬはあくけ
]くっあくにっ, しきけすさの, 
                         かっあぇす しせゅさけぉに. 
╇ こけてかけ, こけしにこぇかけ: すけ おさせすけ, 
╀けかぬくけ たかっとせとうえ, 
           ゃっさたけき くぇ ぉせえくけき ゃっすさっ, 
〈け, ゃけいくうおくせゃ しかけゃくけ くうけすおせょぇ 
╁ しおぇいけつくけえ 
                  ゃっしひかけえ おさせゅけゃっさすう
]くっゅ かっこうか, すゃけさうか, 
                      ゃぇはか, おぇお いけょつうえ. 
¨く しゃけう こけ あういくう こけかくけきけつぬは
╁にこけかくはか, たけすは う し けこけいょぇくぬっき,
′け し ぉけかぬてうき あっかぇくぬっき 
                            う しすぇさぇくぬっき. 
╉さぇしけすぇ ゃけいくうおてぇは いゃせつぇかぇ
╀にかけ すうたけ, くけ おぇお ぉせょすけ, こっかう, 
╆ゃひいょくけっ くぇおうくせゃ こけおさにゃぇかけ,
╃っさっゃちぇ ゃけおさせゅ: ぉっさひいに, っかう… 
╇, ゅぇさきけくうう くっ くぇさせてぇは,
【かぇ は こけすうたけくぬおせ, こけょこっゃぇかぇ,
‶ぇさおぇ ゃ しっさっぉさっ くっ せいくぇゃぇは,
‶けょ けつぇさけゃぇくうっ こけこぇかぇ.
╀せょすけ ゃしっ くっゃいゅけょに う こっつぇかう
〉かっすっかう, ぉっい ゃっしすう こさけこぇかう, 
‶けょ いぇしすにゃてっえ こっしくう 
                             きくけゅけいゃせつぬっ
′ぇ いっきかっ 
            ゃけ ゃしひき ぉかぇゅけこけかせつぬっ… 
′け ゃくっいぇこくけ, 
                しかけゃくけ しこけすにおくせかぇしぬ: 
[ぇょせあくにえ おけきけつっお こけょ くけゅぇきう.
〈け しうくうつおぇ 
               ゃ くけゅう きくっ きっすくせかぇしぬ
╂かせこぇは, こけつすう こけょ おぇぉかせおぇきう
¨おぇいぇかぇしぬ. ╂さけきおけ とっぉっすぇかぇ,
╉ぇお おさうつぇかぇ, くけ くっ せかっすぇかぇ
╇ ゅかぇいぇきう-ぉせしうくおぇきう しきっかけ
╇ けすつぇはくくけ 
               ゃ きけう ゅかぇいぇ しきけすさっかぇ. 
ぁすけ くっ ぉにかけ いぇしすにゃてっえ こっしくっえ,
〈け きけかぬぉぇ け こけきけとう あうゃぇは,
‶すうつおぇ-おさけたぇ, 
                   あうすっかぬ こけょくっぉっしぬは
‶っかぇ, お きうかけしっさょうの ゃいにゃぇは… 
ぅ, おぇお ぉせょすけ しっさょちっき いぇぉけかっかぇ,
′う いっさくぇ, くう おさけてっお くっ うきっかぇ,
╇ おぇいぇかけしぬ, つすけ ぉっさひいに, っかう, 
] せおけさういくけえ くぇ きっくは しきけすさっかう.
‶けくはかぇ, こけたけあっ, おさけたぇ ねすぇ, 
』すけ は – 
         おぇお こけょ ょせかけき こうしすけかっすぇ, 
‶けあぇかっかぇ, し きうさけき けすこせしすうかぇ,
〉こけさたくせゃ, さぇしすぇはゃ, 
                            おぇお ゃ すせきぇくっ, 
′け いうきけえ し すった こけさ くっ ゃにたけょうかぇ
ぅ ぉっい ゅけさしすおう  
                いひさくにてっお ゃ おぇさきぇくっ. 

«È ÂÅÐÞ, ÊÀÊ ÂÑÅÃÄÀ, 
Â ÌÎÞ ÇÂÅÇÄÓ»

╄かっくぇ ╁¨╈〈╇′]╉┿ぅ, ゅかぇゃくにえ ぉうぉかうけゅさぇそ 『╀]

╇きは ╂せきうかひゃぇ 65 かっす けしすぇゃぇかけしぬ こけょ しすさけあぇえてうき けそう-
ちうぇかぬくにき いぇこさっすけき. ‶け しっえ ょっくぬ けく – しぇきにえ ねおいけすう-

つっしおうえ, さっょおうえ こけねす. ╆くぇくうっ ╂せきうかひゃぇ ょぇかぬてっ «おけくおゃうしすぇ-
ょけさぇ ゃ こぇくちうさっ あっかっいくけき», おぇこうすぇくけゃ, さゃせとうた うい-いぇ こけはしぇ 
こうしすけかっす, ょぇ «ういにしおぇくくけゅけ あうさぇそぇ», おけすけさにえ ぉさけょうす くぇ 
«けいっさっ 』ぇょ», くっ うょひす. 

さっゃけかのちうの, ゅさぇあょぇくしおせの ゃけえくせ, 
くう こけかせしかけゃけき くっ こけょょっさあぇか, くっ 
けしこけさうか ょっえしすゃうは くけゃけえ ゃかぇしすう. 
‶け きくっくうの おさうすうおけゃ, せ ╂せきうかひゃぇ 
くっす こけかうすうつっしおうた しすうたけゃ. ¨く せおかけ-
くうかしは けす こさはきけゅけ ょうぇかけゅぇ し しけゃさっ-
きっくくけしすぬの. 

′け ょっえしすゃうすっかぬくけしすぬ ぉにかぇ すぇおけ-
ゃぇ, つすけ きけかつぇくうっ うしすけかおけゃにゃぇかけしぬ 
おぇお くっょゃせしきにしかっくくぇは こけかうすうつっ-
しおぇは こけいうちうは. ╁ うょっけかけゅうつっしおうえ 
う おせかぬすせさくにえ うくすっさぬっさ くけゃけえ 
[けししうう ゃこうしにゃぇかうしぬ かうてぬ ぇゅうす-
おう ╃っきぬはくぇ ╀っょくけゅけ う ╁かぇょうきうさぇ 
╋ぇはおけゃしおけゅけ. ╉けくっつくけ, ╂せきうかひゃ 
ねすけ こけくうきぇか, すっき くっ きっくっっ, ゃけい-
ゃさぇすうかしは うい ╊けくょけくぇ ゃ ‶っすさけゅさぇょ. 
╄ゅけ おぇお ぉせょすけ すはくせかけ すせょぇ, ゅょっ しせ-
とっしすゃけゃぇかぇ ぉぇかぇくしうさけゃおぇ きっあょせ 
あういくぬの う しきっさすぬの. ╇きっくくけ ゃ ねすう 
ゅけょに こうしぇすっかう, こけねすに, たせょけあくうおう 
– すゃけさつっしおぇは うくすっかかうゅっくちうは – こけ-
おうょぇかう しすさぇくせ, ぇ けく ゃっさくせかしは.

¨しくけゃくにっ すっきに ゅせきうかひゃしおけえ  
こけねいうう – きせあっしすゃけ, しすさぇょぇくうは, 
しきっさすぬ う かのぉけゃぬ. 〉 ′うおけかぇは ╂せ-
きうかひゃぇ ょけゃけかぬくけ ょかうくくにえ ょけくあせ-
ぇくしおうえ しこうしけお. ‶っさゃぇは くぇしすけはとぇは 
かのぉけゃぬ う こっさゃけっ かのぉけゃくけっ おさせ-
てっくうっ – ┿くくぇ ┿たきぇすけゃぇ. ╃ゃぇ こけね-
すぇ ゃ けょくけえ ぉっさかけゅっ? ╉けくっつくけ, けくう 
くっ せあうかうしぬ. ╁すけさぇは あっくぇ – ┿くくぇ 
ぁくゅっかぬゅぇさょす. ┿くくぇ ╁すけさぇは ぉにかぇ 
こけかくけえ こさけすうゃけこけかけあくけしすぬの 
┿くくに ┿たきぇすけゃけえ. ]さっょう ょさせゅうた 
せゃかっつっくうえ う さけきぇくけゃ ╂せきうかひゃぇ 
きけあくけ くぇいゃぇすぬ こけねすっししせ ╄かういぇゃっ-
すせ ╃きうすさうっゃせ, 〈ぇすうぇくせ ┿ょぇきけゃうつ, 
╊ぇさうしせ [っえしくっさ, ╄かっくせ ╃っぉのてっ. 
‶けしかっょくうっ せゃかっつっくうは – こうしぇすっかぬ-
くうちに ′うくぇ ╀っさぉっさけゃぇ う ╇さうくぇ 
¨ょけっゃちっゃぇ.

3 ぇゃゅせしすぇ 1921 ゅけょぇ ′うおけかぇは 
╂せきうかひゃぇ ぇさっしすけゃぇかう こけ こけょけいさっ-
くうの ゃ せつぇしすうう ゃ いぇゅけゃけさっ はおけぉに 
させおけゃけょうきけえ ╁.′. 〈ぇゅぇくちっゃにき ‶っ-
すさけゅさぇょしおけえ ぉけっゃけえ けさゅぇくういぇちうう, 
たけすは ぉにかぇ ういゃっしすくぇ こけいうちうは  ′う-
おけかぇは ]すっこぇくけゃうつぇ: «′うおぇおうた いぇ-
ゅけゃけさけゃ! ╀けかぬてっゃうおう – すうこうつくにっ 
おぇすけさあくうおう, う ゃいはかう けくう ゃかぇしすぬ 
おさっこおけ. ╆ぇこぇょ いぇゅけゃけさとうおぇき くっ 
こけきけあっす – ゃ しかせつぇっ つっゅけ ぉけかぬてっ-
ゃうおう ゃしっゅょぇ ぉさけしはす ╆ぇこぇょせ おぇおせの-
くうぉせょぬ «おけしすぬ»: くぇゅさぇぉかっくくけゅけ-すけ 
ゃっょぬ くっ あぇかおけ».

′け すけゅょぇ けすおせょぇ «こさうつぇしすくけしすぬ» 
お ゅさせここっ 〈ぇゅぇくちっゃぇ う くぇこうしぇくくぇは 
╂せきうかひゃにき こさけおかぇきぇちうは, おけすけさせの 
けく こけ いぇぉにゃつうゃけしすう いぇかけあうか ゃ おくう-
ゅせ う くっ きけゅ くぇえすう, ぇ つっおうしすに こさう 
けぉにしおっ けぉくぇさせあうかう? ‶さけおかぇきぇちうは 
ぉにかぇ ゃ いぇとうすせ おさけくてすぇょすしおうた こけ-
ゃしすぇくちっゃ, ぇ ′うおけかぇえ ]すっこぇくけゃうつ – 
せさけあっくっち ╉さけくてすぇょすぇ, しさぇぉけすぇかぇ 
いっきかはつっしおぇは しけかうょぇさくけしすぬ.

′うおけかぇは ╂せきうかひゃぇ う ょさせゅうた, 
けぉゃうくはっきにた ゃ いぇゅけゃけさっ, こさうゅけゃけ-
さうかう お さぇししすさっかせ, おけすけさにえ ゃ しっく-
すはぉさっ 1921 ゅけょぇ ぉにか こさうゃっょひく ゃ 
うしこけかくっくうっ.

╇ せきさせ は くっ くぇ こけしすっかう.
‶さう くけすぇさうせしっ う ゃさぇつっ.
┿ ゃ おぇおけえ-くうぉせょぬ ょうおけえ とっかう,
〉すけくせゃてっえ ゃ ゅせしすけき こかのとっ.
‶うしぇかう: くっ せゅぇょぇか – おぇおけえ «こかのと» 

ゃ つっおうしすしおうた こけょゃぇかぇた? ′っす, せゅぇょぇか: 
けぉゃうくひくくにた こけ «すぇゅぇくちっゃしおけきせ 
ょっかせ» ゃにゃっいかう «くぇ こさうさけょせ» う いぇ-
しすぇゃうかう さにすぬ はきせ. ╂せきうかひゃ こさけはゃうか 
こけさぇいうゃてっっ さぇししすさっかぬとうおけゃ しぇきけ-
けぉかぇょぇくうっ, おけこぇは しっぉっ ゃ いぇさけしかはた 
«ょうおせの とっかぬ». ╃させゅうっ おさうつぇかう, 
こさけしうかう こけとぇょに, けく – くっす.

╁うおすけさうは ‶╄[╋╇′¨╁┿

んぢづぎずぽ 
╉さぇしおう くけゃにっ ゃいはか ぇこさっかぬ, 
╁うょくけ ぉにかう くぇ すけ こさうつうくに, 
╁にぉさぇか かせつてせの ぇおゃぇさっかぬ
╇ さってうか さうしけゃぇすぬ おぇさすうくに. 

′ぇ さぇいゃひさくせすにえ ぉっかにえ かうしす, 
┿おおせさぇすくけ てすさうたう くぇゃけょうす. 
]うくっえ おうしすけつおけえ しゃっさたせ ゃくうい,
]かけゃくけ きせいにおせ けく ゃにゃけょうす. 

╆ぇいゃっくっかぇ おさせゅけき おぇこっかぬ, 
╆ぇうゅさぇかぇ しきにつおけき くぇ しおさうこおっ. 
[ぇいさせきはくうゃてうえしは ぇこさっかぬ
‶さうゅかぇてぇっす くぇ ゃぇかぬし 
                               し せかにぉおけえ. 

╉させあうす ゅけかけゃせ おぇさせしっかぬ,
╇ こけょしくっあくうおう ょぇさうす つぇしすけ. 
′ぇょ [けししうっえ おさせあうす ぇこさっかぬ, 
╇ さうしせっす たせょけあくうお しつぇしすぬっ. 
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]すさけえきぇすっさうぇかに [っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

• 】っくおう しさ. ぇいうぇすしおけえ けゃつぇさおう
(┿かぇぉぇえ), 2 きっし., ょけおせき. 8-953-38-45-661.

[╄╉╊┿╋┿

• [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
• «》けくょぇ こぇさすくっさ», 2001 ゅ.ゃ. 
8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〈さぇくしこけさす

╁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.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 1-おけきく. おゃ., 1 ねすぇあ. 
′っょけさけゅけ. ┿ゅっくすしすゃぇき くっ 
ぉっしこけおけうすぬ. 8-904-17-72-652.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ (させししおうき), 14 き2, せか. 
〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, くぇ ょかうす. しさけお. 
8-922-61-13-722.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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., せか. 『うけかおけゃしおけ-
ゅけ, 14. 8-953-38-61-537.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ. 8-922-10-64-055.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-912-66-
67-219.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. 8-961-76-29-635.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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», 10-40 き2. 〉か. 
╉さ. ╂っさけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 1-, 2-おけきく. おゃ. 8-961-76-91-399.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. 8-908-90-36-902.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., 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., 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. ]ぇさぇこせかおぇ. 8-922-21-
81-406.

[╄╉╊┿╋┿

• 2 しぇょけゃにた せつ-おぇ, 10 しけす., せか. 
《ういおせかぬすせさくうおけゃ. 8-909-01-48-435.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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 おゃぇさすうさ. ′っょけさけゅけ. 
8-909-00-89-222.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇきけしゃぇか けす 1 き3 ょけ 3 き3, 
すけさそ, とっぉっくぬ, けすしっゃ, くぇゃけい, 
せゅけかぬ, ゅかうくぇ, おっさぇきいうす. 8-950-64-
42-925.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか: ぉさせし, ょけしおぇ, 
しさせぉに: 3た2,7; 3た3; 4た3; 5た3. 8-953-
38-94-611.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉに ょけきけゃ, ぉぇくぬ, ょぇつくにた 
ょけきうおけゃ. ╊のぉにっ さぇいきっさに. ╉けき-
こかっおすぇちうは う きけくすぇあ こけょ おかのつ. 
8-912-69-07-181.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]けすけゃにえ すっかっそけく LG-KF 300 

(さぇしおかぇょせておぇ), ぉ/せ. ╃けおせきっくすに. 『. 
2000 させぉ. 8-922-16-44-618.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っかっゃういけさに: JVC – 54, ち. 
2 す.さ., Daewoo – 51, ち. 1,5 す.さ. 
8-902-27-83-749.

[╄╉╊┿╋┿

• 【ゃっえくぇは きぇてうくぇ "╆うくゅっさ", 

くけあくぇは. 8-908-90-90762.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ おさせゅかけしせすけつくにえ 
き-く. 8-912-26-98-240.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけちっょせさくぇは きっょしっしすさぇ, 
けこにす さぇぉけすに し ょっすぬきう, ょっえしすゃせの-
とうえ しっさすうそうおぇす しこっちうぇかうしすぇ. ╂さぇ-
そうお さぇぉけすに し 8 ょけ 12 つぇしけゃ. 8-965-
52-28-080 (╄おぇすっさうくぇ).

[╄╉╊┿╋┿

• ]すけかはさ-きぇかはさ. 8-922-12-88-001.

[╄╉╊┿╋┿

• «[『 ╁けしすけお» すさっぉせっすしは 
せぉけさとうお(ちぇ) くぇ しおかぇょ (2-は こさけき-
いけくぇ ′けゃけしゃっさょかけゃしおけえ 〈ぁ『). ′ぇ 
こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ, い/こ 12 す.さ. 8 
(343) 375-32-23, 286-06-42.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ こさけょぇあぇき ういけかは-
ちうう う おさっこっあぇ, け/さ. 8-904-54-04-666.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ けすょっか ちゃっすに-しっきっ-
くぇ-こけょぇさおう, ′╀‶. 8-912-64-39-468.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶ぇさうおきぇたっさに. 8-908-63-39-161.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ ′‶‶ "╂ぇききぇきっす" しさけつくけ 
すさっぉせっすしは しすぇくけつくうお ょっさっゃけけぉさぇ-
ぉぇすにゃぇのとうた しすぇくおけゃ. 4-68-00.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきこかっおすけゃとうちに. 8-963-05-

08-225.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-909-01-88-703.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.

[╄╉╊┿╋┿

‶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.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 【うくけきけくすぇあおせ. 8-904-98-

15-455.
[╄╉╊┿╋┿

]こっちすったくうおぇ

╀ういくっし

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
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╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ «¨┿╆╇]», 623701, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9 けそうし 109, oazisber@yandex.ru 
すっか. 8 (34369) 4-56-29, ¨╂[′ 1026600667840 

ゃ けすくけてっくうう いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, さぇしこけかけあっくくけゅけ ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき, 44 おゃぇさすぇか, 
おけかかっおすうゃにえ しぇょ 30, せつぇしすけお 60, ゃにこけかくはのすしは さぇぉけすに こけ せすけつくっくうの 
きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ. 

╆ぇおぇいつおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ╅っかすうおけゃ ╁.╇.
]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 
26 ぇこさっかは 2011 ゅ. ゃ 10 つ. 00 き.
] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっき. せつ-おぇ きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは 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, おぇぉ., 109.
╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは け こさけゃっょっくうう しけゅかぇしけゃぇくうは 

きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 26 きぇさすぇ 
2011 こけ 26 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: おけかかっおすうゃくにえ しぇょ わ30: せつぇしすおう わ59 う 
わ61, こさっょしっょぇすっかぬ おけかかっおすうゃくけゅけ しぇょぇ, ゅかぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ╀╂¨.

‶さう こさけゃっょっくうう しけゅかぇしけゃぇくうは きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち こさう しっぉっ くっけぉたけょうきけ うきっすぬ 
ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはのとうえ かうつくけしすぬ, ぇ すぇおあっ ょけおせきっくすに け こさぇゃぇた くぇ いっき. せつぇしすけお.
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Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, êîâàíûå èç?åëèÿ

せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ
(き-く "╉うさけゃしおうえ")

8-919-36-40-690

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀╄]‶╊┿〈′¨ 
ゃにゃっいっき 

う ゃにくっしっき 
┐┑〞┏┚┈ 

└┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉, 
┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ 

┋〞┗┇┌┒, ┎┊┇┑┚, 
━〞┌┌┚, ┑┏┒─┚

┇ ┑.┃. 
(343) 361-15-10

づ
ぎ
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ん

ザ┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ 

"Ëèäåð ïëþñ"
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒

• ┏┅┊─┐┅┉
• ┊┎┍┄┈┒┅┐┎│

┎┏┄┃┍┐┑〞━┊┞┄┑┐┞ 
┍─┘┄┅┇┑┇┄

8-904-54-00-035
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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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
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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

[╄╉╊┿╋┿

]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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- 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)

!

¨¨¨ "‶っさしこっおすうゃぇ" こかぇくうさせっす ゃけし-
しすぇくけゃうすぬ ゃ ゅけさけょっ ╀っさっいけゃしおうえ, くぇ いっ-
きっかぬくけき せつぇしすおっ ゃ さぇえけくっ ぉにゃてっえ ぉぇいに 
"‶さけょ]くぇぉ" あっかっいくけょけさけあくにえ すせこうお ょかは 
こさうくはすうは う けすこさぇゃおう ゅさせいけゃ.

[╄╉╊┿╋┿

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

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328
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ÎÃÓ «Áåðåçîâñêàÿ âåòñòàíöèÿ»
îêàçûâàåò âåòåðèíàðíûå óñëóãè.

ぐÑñ½ çíï äÜ íÑëñïÜ:
Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. ぢëÜ¿ñöíëï¡í　, 8ん 

(ë　ÑÜ½ ï ぴñÖöëÜ½ £íÖ　öÜïöó).
づñ¢ó½ ëíßÜö▲: äÜÖñÑñ¿áÖó¡-ä　öÖóîí ï 800 ÑÜ 1600

[╄╉╊┿╋┿

╀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
◊ うくあっくっさぇ-おけくしすさせおすけさぇ
いくぇくうっ «╉けきこぇし» けぉはいぇすっかぬくけ, けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ うくあっくっさぇ-すったくけかけゅぇ
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
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‶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
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• ダ┊┍─ 
• デ┅┉└-┄│┅┐┈
• ゼ┅┆┊┎┌┍─┒┍┛┅ 

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

8-950-63-34-719
[╄╉╊┿╋┿
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だßëíàíöáï　 äÜ íÑëñïÜ: ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, Ü¿. ぢÜü¡óÖí, 1í
どñ¿. (34369) 3-45-52

だんだ "ぜÜÖñöÖ▲ú öëí¡öÜëÜëñ½ÜÖöÖ▲ú £íçÜÑ"
′ぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ すさっぉせっすしは 

ねかっおすさけきけくすっさ 
IV ゅさせここに ょけこせしおぇ, 

し けこにすけき さぇぉけすに くっ きっくっっ 5 かっす. 
¨こかぇすぇ すさせょぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう. [╄
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]さけつくけ おせこかの
ょゃせたおけきくぇすくせの おゃぇさすうさせ,
せか. ╋うさぇ, せか. ‶さけかっすぇさしおぇは.

8-908-92-71-559
[╄╉╊┿╋┿

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
25 ½íëöí (ä　öÖóîí) ïÜïöÜóöï　 

Üö¡ë▲öóñ ½íÇí£óÖí 
«Êàíöëåð»

Öí Ü¿. どñíöëí¿áÖí　, 22
 ¡íÖîöÜçíë▲
 ÖíßÜë▲ Ñ¿　 Ññöï¡ÜÇÜ öçÜëôñïöçí
 ¡ÖóÇó
 ó ½ÖÜÇÜñ ÑëÜÇÜñ!

Ïðèõîäèòå! Ìû âàñ æäåì!

づ
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〉╁┿╅┿╄╋｠╄ [┿╀¨〈¨╃┿〈╄╊╇!
╂〉 "╀っさっいけゃしおうえ 『╆" こさうゅかぇてぇっす ゃぇし お しけすさせょくうつっ-

しすゃせ ゃ けさゅぇくういぇちうう ゃさっきっくくけえ いぇくはすけしすう くっしけゃっさてっく-
くけかっすくうた ゅさぇあょぇく ゃ ゃけいさぇしすっ 14-18 かっす ゃ しゃけぉけょくけっ 
けす せつっぉに ゃさっきは (ゃ すけき つうしかっ ゃ こっさうけょ かっすくうた おぇくう-
おせか).

╄しかう ゃぇき くせあくに ねくっさゅうは, しうかぇ, ぉせょせとぇは しきっくぇ – きけ-
かけょっあぬ, ょぇえすっ っえ ゃけいきけあくけしすぬ こさけはゃうすぬ しっぉは!

‶さう いぇおかのつっくうう ょけゅけゃけさぇ くぇ しけいょぇくうっ さぇぉけつうた 
きっしす ょかは くっしけゃっさてっくくけかっすくうた う うた すさせょけせしすさけえしすゃっ, 
『っくすさ いぇくはすけしすう けおぇいにゃぇっす きぇすっさうぇかぬくせの こけょょっさあおせ 
こけょさけしすおぇき ゃ さぇいきっさっ きうくうきぇかぬくけゅけ こけしけぉうは いぇ こけか-
くけしすぬの けすさぇぉけすぇくくにえ きっしはち.

╆ぇ ぉけかっっ こけょさけぉくけえ うくそけさきぇちうっえ けぉさぇとぇすぬしは こけ 
すっかっそけくせ 4-75-22 お ╂ぇゃさうかけゃけえ ╄ゃゅっくうう ‶ぇゃかけゃくっ.
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〉』[╄╃╇〈╄╊を ╂┿╆╄〈｠:
ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
╇╆╃┿〈╄╊を: ╀っさっいけゃしおけっ ╋┿〉 
“[っょぇおちうは ゅぇいっすに “╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ”.

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66075. 〈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.

26 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).

[╄╉╊┿╋┿

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681
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┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん
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29 ]╄》』╄ 
『 9-00 ╈〉 18-00 を╄『〉╆
╆〉 ┨╆〉》｠╉ ]〉[〉╈╉╊′

╂けょ いぇ ゅけょけき こさけかっすっかう ぉにしすさけ,
╃っょせておぇ, すっぉっ しっゅけょくは – ゃけしっきぬょっしはす かっす.
〈に – しすぇさっえてうくぇ しっきぬう くぇてっえ ぉけかぬてけえ,

′け おぇお こさっあょっ きけかけょ すに ょせてけえ.
〈に ゃしっゅょぇ ょぇってぬ こけかっいくにえ くぇき しけゃっす,

》けさけてけ, つすけ せ くぇし っしすぬ すぇおけえ ょっょ.
〈ゃけは しぇきぇは いぇゃっすくぇは きっつすぇ,

』すけぉに ゃくせおう ぉにかう しつぇしすかうゃに ゃしっゅょぇ.
〈に こけしかせてぇえ しゃけうた ゃくせおけゃ う ょっすっえ,

╇, こけあぇかせえしすぇ, きに こさけしうき, くっ ぉけかっえ!
╇ っとっ こけけぉっとぇえ くぇき ょっょ,

』すけ すに ぉせょってぬ あうすぬ ょけ しけすくう かっす!

Òâîè äåòè è âíóêè

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî è ëþáèìîãî 

Ëåîíèäà Ìèõàéëîâè÷à 

ßðîøåâè÷à ñ íàñòóïàþùèì 

80-ëåòíèì þáèëååì!

У<:@:?FUC 
Л?HGB> МBO:CEH<BQ!

┑ 80-┋┅┒┍┈┌ ┞━┈┋┅┅┌! 
ダ┒ │┑┅┉ ┄┓┘┈ ┆┅┋─┅┌ ケ─┌ ┊┐┅┏┊┎┃┎
┇┄┎┐┎│├┟, ━┎┄┐┎┑┒┈, ─┊┒┈│┍┎┃┎ ┄┎┋┃┎┋┅┒┈┟ 
┈ │┑┅┃┎ ┑─┌┎┃┎ ┍─┈┋┓┗┘┅┃┎.

ヅ┓┊┎│┎┄┑┒│┎ ┈ デ┎│┅┒ │┅┒┅┐─┍┎│ ┏┐┈ 
ダケガ ┏┎ カ┅┐┅┇┎│┑┊┎┌┓ ヴダ ┃┎┐┟┗┎ ┈ 

┑┅┐┄┅┗┍┎ ┏┎┇┄┐─│┋┟┞┒ ケ─┑, │┅┒┅┐─┍─ 
ケダケ, │┅┒┅┐─┍─ ゼケガ ヅパ

ヅ ┒━〞┅┄┌┇┄┋, 
┇.┍. ┌〞┖〞┊┛┌┇┉〞 ゾカヴ ┎┍ ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┍┋┒ ケゾ 
┎┍┃┎┍┊┉┍━┌┇┉ ┋┇┊┇┕┇┇ ヅ.ヅ. ズ〞┑━┇┄┌┉┍
┆〞┋. ┎┏┄┃┐┄┃〞┑┄┊┞ ヅ┍━┄┑〞 ━┄┑┄┏〞┌┍━
┎┏┇ ゾカヴ ┎┍ ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┍┋┒ ケゾ ヱ.ゼ. ケ┊┒┗┉┍━

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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Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата!
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!
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