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‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ

‶はすくうちぇ, 1 ぇこさっかは
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 

ょくひき 0-2, くけつぬの -7-9
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 6 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 738 きき さす.しす.
]せぉぉけすぇ, 2 ぇこさっかは

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき -1-3, くけつぬの -9-11

╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 745 きき さす.しす.

╁¨╃┿ 〉【╊┿,
[〉╃┿ – ‶¨【╊┿!
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"‶¨[╄【╇╋"
ぁ╉¨╊¨╂╇ぃ?
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′┿『‶[¨╄╉〈 "[┿╆╁╇〈╇╄ ┿‶╉"
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
 《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

‶╄[╁┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を – 
╋┿╊╄′を╉┿ぅ ╃[┿╋┿

ぅおけゃ, せつせはゃ ゃっしくせ ゃ こけょすぇかけき しくっゅっ こけょ 
くけゅぇきう う さぇしつうさうおぇゃてうたしは くぇ こかっすくっ ゃけ-
さけぉぬはた, しけゃしっき いぇゅさせしすうか: う こけつっきせ けくぇ くっ 
けぉさぇとぇっす くぇ くっゅけ くう きぇかっえてっゅけ ゃくうきぇくうは, 
くっ けすゃっつぇっす くぇ っゅけ ゃかのぉかひくくにっ ゃいゅかはょに 
う けすゃけさぇつうゃぇっすしは こさう ゃしすさっつっ, ぉせょすけ けくう 
ゃけゃしっ くっ いくぇおけきに? ╉けくっつくけ, けく ょかは くっひ – 
しぇかぇゅぇ, くっ ょけさけしてうえ ょけ しっさぬひいくにた けすくけ-
てっくうえ う つせゃしすゃ. ′け ゃっょぬ  しおけさけ けく しすぇくっす 
ゃいさけしかにき, くぇょけ すけかぬおけ すけきくけえ おさぇしぇゃうちっ 
し おぇさうきう ゅかぇいぇきう, こけょひさくせすにきう こけゃけかけ-
おけえ, くっきくけゅけ こけょけあょぇすぬ… 

– 』っさっい くっしおけかぬおけ きっしはちっゃ ぅておぇ せあっ ぉせょっす 
ょけしすぇゃぇすぬ ょけ おけさけゃに う こけおさけっす っひ おぇお こうすぬ ょぇすぬ, 
–  こっさっゃけょうす くぇてせ こけねすうおせ ゃ こさけいぇうつっしおけっ  させし-

      かけ そっさきっさ ]っさゅっえ ′ぇいぇさけゃ. – ぁすけ しっゅけょくは 
      ╀ぇさあぇ ぉけかぬてぇは う くっょけしすせこくぇは  しけ  しゃけうきう
           そうゅせさうしすけ-けおさせゅかにきう ぉけおぇきう, ぇ いぇゃすさぇ
                    ぉせょっす っゅけ こっさゃけえ あっくけえ. 

〉か. ╉さ.╂っさけっゃ, 2╃,"╋けくっすおぇ+", 
2 ねすぇあ, ぉけかぬてけえ いぇか
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╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
╁ 1889 ゅけょせ ゃ ‶ぇさうあっ しけしすけ-

はかけしぬ すけさあっしすゃっくくけっ けすおさにすうっ 
ぁえそっかっゃけえ ぉぇてくう. ╀ぇてくは こっさゃけ-
くぇつぇかぬくけ いぇょせきにゃぇかぇしぬ おぇお ゃさっ-
きっくくけっ しけけさせあっくうっ. ╄ひ ちっかぬの 
ぉにかけ しかせあうすぬ ゃたけょくけえ ぇさおけえ 
こぇさうあしおけえ ╁しっきうさくけえ ゃにしすぇゃおう 
1889 ゅけょぇ. ‶け こさけてっしすゃうう ょゃぇょ-
ちぇすう かっす こけしかっ ゃにしすぇゃおう ぉぇてくの 
こかぇくうさけゃぇかう しくっしすう. ′け けす いぇ-
こかぇくうさけゃぇくくけゅけ しくけしぇ しけけさせあっ-
くうっ しこぇしかう さぇょうけぇくすっくくに, おけすけ-
さにっ ぉにかう せしすぇくけゃかっくに くぇ しぇきけき 
ゃっさたせ. 



〈けゅょぇ こさっょこさうはすうっ けこっさぇすうゃ-
くけ こさうけぉさっかけ きけとくにっ こけゅさせあ-
くにっ くぇしけしに こさけういゃけょしすゃぇ ゅけさけょぇ 
╊うゃくに, おけすけさにっ けすおぇつうゃぇかう ゃけょに 
ぉけかぬてっ, つっき ょぇひす っしすっしすゃっくくにえ 
っひ こさうすけお. ╄あっしせすけつくけ けくう くぇ 1,2-
1,5 きっすさぇ こけくうあぇかう せさけゃっくぬ ゃけょに 
ゃ てぇたすっ. ′ぇ ゅけさういけくすっ 412 きっすさぇ 
こけしすさけうかう くけゃせの こさけきっあせすけつくせの 
くぇしけしくせの きけとくけしすぬの すにしはつせ おせ-
ぉけゃ ゃ つぇし. 〈け っしすぬ ╀[〉 すったくうつっしおう 
ゃけけさせあうかけしぬ, つすけぉに ゃにしすけはすぬ ゃ 
すはあひかにえ きけきっくす うしこにすぇくうえ. ╇ 
ゃけす いぇきっつぇすっかぬくぇは くけゃけしすぬ: ゃ こさけ-
てかにえ つっすゃっさゅ ぉにか せあっ いぇこせとっく 
こっさゃにえ くぇしけし くぇ しすぇちうけくぇさくけえ 
くぇしけしくけえ ゅけさっきにつくけゅけ ゅけさういけく-
すぇ, ぇ ゃ こはすくうちせ – ゃすけさけえ. 〈け っしすぬ 
ゃしは ゃけょぇ くぇ ゅけさういけくすっ 512 きっすさぇ 
けすおぇつっくぇ, う しうすせぇちうは こさうてかぇ ゃ 
こっさゃけくぇつぇかぬくけっ, くけさきぇかぬくけっ しけ-
しすけはくうっ, ぇ こはすけゅけ ぇこさっかは しっゃっさは-
くっ ょけぉせょせす こっさゃにっ すけくくに させょに! 
╉しすぇすう, せつぇしすけお «『っくすさぇかぬくにえ» 
せあっ ゃすけさせの くっょっかの ゃにょぇひす っひ くぇ-
ゅけさぇ. ╋くけゅけっ かう くぇょけ ょかは しつぇしすぬは: 
ぉにかう ぉに こさうゃにつくにえ こけさはょけお, ぉっい-
けこぇしくけしすぬ う ゃけいきけあくけしすぬ こけかくけ-
ちっくくけ さぇぉけすぇすぬ. 

【っしすぬ こけゅさせあくにた くぇしけしけゃ しゃけの 
そせくおちうの ゃにこけかくうかう, う うた あょひす 
ょっきけくすぇあ. ¨ょくぇおけ, こけ しかけゃぇき ゅっ-
くっさぇかぬくけゅけ ょうさっおすけさぇ ╀[〉 《. ′ぇ-
ぉうせかかうくぇ, くっしおけかぬおけ くぇしけしけゃ くぇ 
ゃしはおうえ こけあぇさくにえ しかせつぇえ ゃしひ あっ 
ぉせょせす けしすぇゃかっくに くぇ こさっょこさうはすうう. 

′け, しせょは こけ すけくせ 《ぇさうすぇ ╋うくくうぇた-
きっすけゃうつぇ, けく せぉっあょひく, つすけ くうおぇ-
おうっ ょさぇきに う せょぇさに しせょぬぉに ぉけかぬてっ 
くっ ゅさけいはす させょくうおせ. ¨すおせょぇ すぇおぇは 
せゃっさっくくけしすぬ?

– ┿ きに ゃにはしくうかう こさうつうくに, こさう-
ゃっょてうっ お  ょっおぇぉさぬしおけえ ぉっょっ, う 
こけかくけしすぬの うた せしすさぇくうき, – ゅけゃけさうす 
«ゅっくっさぇかぬくにえ».

╁ しゃけひ ゃさっきは くぇ «]っゃっさくけえ» 
せきせょさうかうしぬ こけしすぇゃうすぬ こっさっきにつおせ 
きっあょせ しすぇさけえ う くけゃけえ くぇしけしくに-
きう くぇ とっぉひくけつくせの こけょせておせ. ぁすけえ 
かのょしおけえ たぇかぇすくけしすぬの くっ こさっきうくせ-
かぇ  ゃけしこけかぬいけゃぇすぬしは ゃけょぇ, けくぇ しすぇ-
かぇ こさけしぇつうゃぇすぬしは つっさっい しにこせつうえ 
きぇすっさうぇか う いぇたゃぇすうかぇ すっささうすけさうの. 
】っぉっくぬ しっえつぇし, おけくっつくけ, せぉっさせす う 
こけしすぇゃはす こっさっきにつおせ くぇ ぉっすけくくせの 
けしくけゃせ, こさうつひき, ねすけ ぉせょっす せあっ きけ-
くけかうす. ′け おぇお っとひ こけょしすさぇたけゃぇすぬしは 
けす ゃっいょっしせとっえ ゃ てぇたすっ ゃけょに? ‶け-
つっきせ うい-いぇ 』‶ くぇ けょくけき ゅけさういけくすっ 
ゃしすぇかぇ ゃしは «]っゃっさくぇは» う ゃけいきけあくぇ 
かう さぇいせきくぇは ぇゃすけくけきうは せつぇしすおけゃ?

– ‶けしかっ こさけてかけゅけょくっゅけ いかけしつぇ-
しすぬは さってっくけ さぇぉけすせ くぇしけしけゃ ゃに-
ゃっしすう くぇ っょうくにえ ょうしこっすつっさしおうえ 
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》¨[¨【┿ぅ ′¨╁¨]〈を

╆′┿╈ ′┿【╇》

‶けょゅけすけゃうかぇ ╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

╉[╇╋╇′┿╊

‶[¨【╊｠╈ ゅけょ いぇおけくつうかしは ょかは させょけせこさぇゃかっくうは すさぇゅっょう-
っえ: すさっすぬっゅけ ょっおぇぉさは, ゃ 23.10, こさけういけてかけ いぇすけこかっくうっ 

ゅけさういけくすぇ 512 きっすさぇ  てぇたすに «]っゃっさくぇは». ‶さうつうくけえ ぇゃぇさうう 
しすぇかけ こさけういゃけかぬくけっ けすおかのつっくうっ ねかっおすさけねくっさゅうう くぇ ちっくすさぇかぬ-
くけえ こけょいっきくけえ こけょしすぇくちうう. ╉ かうおゃうょぇちうう 』‶ させょけせこさぇゃかっくうっ 
こさうしすせこうかけ ゃ すけす あっ つぇし, ぉけかぬてうくしすゃけ ぉさうゅぇょ こけ ょけぉにつっ させょに 
けすこさぇゃうかう ゃ けすこせしおぇ, つぇしすぬ かのょっえ こっさっゃっかう くぇ «ぃあくせの». ′け 
くうおすけ くっ ょせきぇか-くっ ゅぇょぇか, つすけ お くけさきぇかぬくけえ あういくう «]っゃっさくぇは» 
ゃっさくひすしは すけかぬおけ お くぇつぇかせ ぇこさっかは, ぇ せとっさぉ けす 』‶ ぉせょっす しすけかぬ 
ゃくせてうすっかぬくにき.   
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ÄÓÌÀ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 

èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 
ïðèåìîâ èçáèðàòåëåé â îêðóãàõ 

5 àïðåëÿ 2011 ãîäà 
ñ 16 äî 18 ÷àñîâ.

ÏÐÈ¨ÌÛ ÂÅÄÓÒ:
– â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå (óë. 
Ãàãàðèíà, 7) – äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹1 Ñìîëüñêàÿ Íàäåæäà Ô¸äî-
ðîâíà, äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
¹3 Ñàðàåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà; 

– â ÌÎÓ «Ãèìíàçèÿ ¹5» (óë. Êîñûõ, 3) – 
äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹2 Äî-
ðîõèíà Ìàðãàðèòà Äìèòðèåâíà;

– â Áèáëèîòåêå ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ (óë. 
Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 7) – äåïóòàò ïî èçáèðà-
òåëüíîìó îêðóãó ¹4 Ïåñòîâ Íèêîëàé Âëà-
äèìèðîâè÷;

– â ÄÊ «Ñîâðåìåííèê» (â ïîìåùåíèè áè-
áëèîòåêè) – äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó
îêðóãó ¹4 Êàìàåâà Âàëåíòèíà Èãîðåâ-
íà, äåïóòàò ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó 
¹5 Êîëïàêîâà Ñâåòëàíà Áîðèñîâíà;

– â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè Áåð¸çîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà (óë. Òåàòðàëüíàÿ, 9, êàá. 
¹207, òåë. 4-39-01) ïðåäñåäàòåëü Äóìû 
Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãîâîðóõà 
Åâãåíèé Ñòàíèñëàâîâè÷.

こせくおす, ねすけ ょぇしす ょけこけかくうすっかぬくにっ 
ゅぇさぇくすうう くぇょひあくけしすう, – けすゃっつぇ-
っす させおけゃけょうすっかぬ. – ╁ けすかうつうっ けす 
«ぃあくけえ», ゃしは «]っゃっさくぇは» さぇぉけ-
すぇっす つっさっい ゅけさういけくす 512 きっすさぇ, 
ゃけす こけつっきせ かうたけ ぇせおくせかけしぬ くぇ 
ゃしった. ′け すっこっさぬ こかぇくうさせっき かけおぇ-
かういけゃぇすぬ たけすは ぉに せつぇしすけお «『っく-
すさぇかぬくにえ», «ゅっさきっすういうさけゃぇすぬ» 
っゅけ, つすけぉに くっこさっょゃうょっくくにっ けぉ-
しすけはすっかぬしすゃぇ くぇ しぇきけえ «]っゃっさ-
くけえ» くっ おけしくせかうしぬ っゅけ. ╂けさけょ, 
こさっょこさうはすうは ╀╂¨, ]けのい いけかけすけ-
こさけきにてかっくくうおけゃ 〉さぇかぇ こけょしすぇ-
ゃうかう こかっつけ させょけせこさぇゃかっくうの ゃ 
すさせょくにえ つぇし. ╋に ゃしっき ぉかぇゅけょぇさくに 
いぇ こけょょっさあおせ, くぇょっっきしは, つすけ こけ-
かせつっくくにえ くぇきう けこにす ぉせょっす こけかっ-
いっく う さけょしすゃっくくにき おけかかっおすうゃぇき.                               

ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÄÓÌÛ 
ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 

ÎÊÐÓÃÀ 
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N208 ÎÒ 24.03.2011           

Î ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÈ ÏÎ×ÅÒÍÎÉ 
ÃÐÀÌÎÒÎÉ 

ÄÓÌÛ  ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ 
ÎÊÐÓÃÀ

Ó÷èòûâàÿ ðåêîìåíäàöèþ ïîñòîÿííîé 
êîìèññèè Äóìû Áåðåçîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå, íàãðàäèòü ÒÈÌÈÍÓ Èðèíó 
Âèòàëüåâíó, íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû è ñïîðòà Áåðåçîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, çà ìíîãîëåòíèé 
äîáðîñîâåñòíûé òðóä ïî ñîçäàíèþ 
óñëîâèé äëÿ êóëüòóðíîãî, òâîð÷åñêîãî è 
ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ áåðåçîâ÷àí è â 
ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì 
– Äíåì ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû.

Ïðåäñåäàòåëü 
Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà   

Å.Ñ. ÃÎÂÎÐÓÕÀ

‶けぉっょうすっかう ゅけさけょしおけゅけ おけくおせさしぇ しけちうぇかぬくけ-こけかうすうつっしおうた こさけっおすけゃ 
«╀せょせとっっ いぇ くぇきう» – せつっくうおう ておけかに わ9 – ゃっさくせかうしぬ し きっあすっささうすけ-
さうぇかぬくけゅけ ねすぇこぇ, こさけてっょてっゅけ ゃ ┿かぇこぇっゃしおっ. ┿かっおしぇくょさぇ ╊ぇゃさせてうくぇ, 
╇ゃぇく 【うくおぇさひゃ, ┿かっおしぇくょさ ╉さうゃけてっうく, ┿かひくぇ ╃っさっゃくうくぇ こさっいっくすけゃぇ-
かう こさけっおす «【おけかぬくにえ あせさくぇか – いっさおぇかけ けぉとっしすゃっくくけえ あういくう», くぇこう-
しぇくくにえ こけょ させおけゃけょしすゃけき こっょぇゅけゅぇ ′うくに ╇しぇおけゃけえ. ╃っすう さぇししおぇいぇかう 
け ょゃせた しゃけうた ]╋╇: あせさくぇかぇた «Smile» う «]きぇえかうお», ぇ すぇおあっ そっしすうゃぇかっ 
ておけかぬくにた こさっしし-ちっくすさけゃ, おけすけさにえ けくう こかぇくうさせのす こさけゃっしすう くぇ ぉぇいっ 
しゃけっゅけ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ せつさっあょっくうは. [っいせかぬすぇすけき しすぇくっす しこかけつっくうっ 
ゃしった のくおけさけゃ ゃ ╀っさひいけゃしおけっ けぉなっょうくっくうっ くぇつうくぇのとうた あせさくぇかうしすけゃ 
«╀けく╅せさ». ‶さけゅさぇききぇ う こけかけあっくうっ け そっしすうゃぇかっ せあっ さぇいさぇぉけすぇくに, う 
させおけゃけょしすゃけ ておけかに ゃきっしすっ し 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-
っえ ゅけすけゃうすしは お っゅけ こさけゃっょっくうの. 

╅のさう けちっくうかけ さぇぉけすせ ておけかぬくうおけゃ う こさうしせょうかけ うき こけぉっょせ ゃ くけきうくぇ-
ちうう «╇くそけさきぇちうけくくにえ ぉせき». 

┬┱┸┲┴┰┤┺┬┲┱┱┿┭ ┥┷┰ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 

31 きぇさすぇ ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう こけしかっ くっょっかぬくけゅけ こっさっさにゃぇ しけしすけうすしは けつっさっょくぇは ゃしすさっつぇ ╉うくけおかせぉぇ. ╁ 
ねすけす ゃっつっさ しきけすさっすぬ う けぉしせあょぇすぬ ぉせょっき 

ゅさせいうくしおうえ そうかぬき ぁかぬょぇさぇ 【っくゅっかぇは «╂けかせぉにっ ゅけさに, うかう ′っこさぇゃょけこけょけぉくぇは うしすけさうは» 1984 ゅけょぇ.
′ぇつうくぇっき すさぇょうちうけくくけ し 19.00, ゃたけょ しゃけぉけょくにえ. 

╁¨〈 ╇ ╁]〈[╄〈╇╊╇]を 
╃╁┿ ¨╃╇′¨』╄]〈╁┿…
26 きぇさすぇ けおけかけ ょっしはすう つぇしけゃ 

せすさぇ ╁┿╆-21093 ゃ さぇえけくっ しっきくぇょ-
ちぇすけゅけ おうかけきっすさぇ ぇゃすけょけさけゅう ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅ–[っあ–┿かぇこぇっゃしお "せゅかは-
ょっか" こさうこぇさおけゃぇくくけゅけ くぇ けぉけつうくっ 
ぉさぇすぇ-ぉかういくっちぇ. ′っ しこさぇゃうゃてうしぬ 
し せこさぇゃかっくうっき, ゃけょうすっかぬ «ょっゃは-
くけしすけ すさっすぬっえ» ゃさっいぇかしは ゃ «ぉさぇす-
しおせの» ╊ぇょせ, ょぇ っとひ う しぉうか こけ こせすう 
すけさきけあっくうは こさけたけょうゃてっゅけ きうきけ 
こってったけょぇ うい… ╉ぇきっくしおぇ-〉さぇかぬ-
しおけゅけ.

] きくけゅけつうしかっくくにきう せてうぉぇきう 
こけしすさぇょぇゃてうえ  こけこぇか くぇ けしきけすさ ゃ 
╀っさひいけゃしおせの 『╂╀, けすおせょぇ, しきぇいぇく-
くにえ えけょけき う こっさっぉうくすけゃぇくくにえ, 
こさけょけかあうか しゃけの こってせの こさけゅせかおせ 
お きっしすせ こさけあうゃぇくうは. ┿ ょさせあっしおぇは 
ゃしすさっつぇ ょゃせた «こけちっかけゃぇゃてうたしは» 
けょくけきぇさけつくうおけゃ っとひ ょけかゅけ こさけ-
ょけかあぇかぇしぬ こさう ぇおすうゃくけき せつぇしすうう 
うくしこっおすけさけゃ ╂╇╀╃╃. 

╁′╄ ╆¨′｠ ╁╇╃╇╋¨]〈╇
』ぇしけき こけいあっ ゃ ねすけす あっ ょっくぬ こさけ-

ういけてかけ っとひ けょくけ ╃〈‶ すけかぬおけ せあっ 
こけ ょさせゅけきせ ぇょさっしせ う し ょさせゅうき うし-
たけょけき. ╀ぇぉせておぇ-ぉけあうえ けょせゃぇくつうお  
こっさっしっおぇかぇ こさけっいあせの つぇしすぬ ゃ さぇえ-
けくっ ょけきぇ わ52 くぇ せかうちっ ╉うさけゃぇ 
ゃくっ いけくに こってったけょくけゅけ こっさったけょぇ, 
くぇょっはしぬ くぇ «させししおうえ ぇゃけしぬ». 〈ぇお 
おぇお うい-いぇ しせゅさけぉけゃ けくぇ くっ きけゅかぇ 
ゃうょっすぬ こさうぉかうあぇのとうえしは すさぇくし-
こけさす, ぇ ゃけょうすっかう, ゃ しゃけの けつっさっょぬ, 
くっ きけゅかう いぇきっすうすぬ ぉぇぉせておせ, ねすぇ 
こさけゅせかおぇ ぉけかぬてっ くぇこけきうくぇかぇ 
«させししおせの させかっすおせ». ╇い-いぇ こさうょけ-
さけあくけゅけ しせゅさけぉぇ こけおぇいぇかしは すはあひ-
かにえ ぇゃすけぉせし «╀けゅょぇく», –  おけすけさにえ, 
くっしきけすさは くぇ こけこにすおう しゃけっゅけ ゃけょう-
すっかは, ゅさぇあょぇくうくぇ 〈ぇょあうおうしすぇくぇ, 
– せえすう けす しすけかおくけゃっくうは くっ しきけゅ. 
]すぇさせておぇ こさう こぇょっくうう せょぇさうかぇしぬ 
ゅけかけゃけえ け ょけさけゅせ う し けすおさにすけえ つっ-
さっこくけ-きけいゅけゃけえ すさぇゃきけえ ぉにかぇ ょけ-
しすぇゃかっくぇ ゃ ╀っさひいけゃしおせの 『╂╀, ゅょっ 
しおけくつぇかぇしぬ ゃ すけす あっ ょっくぬ.

╁にぉけさに こさうぉかうあぇのすしは, ぇおすうゃう-
いうさせのすしは う おぇくょうょぇすに, ゃけあょっかっ-
のとうっ いぇくはすぬ おさっしかけ ゅかぇゃに くぇてっゅけ 
ゅけさけょぇ. ┿ きに こさけょけかあぇっき こせぉかう-
おけゃぇすぬ きぇすっさうぇかに, こさういゃぇくくにっ 
こさっょけしすっさっつぬ ういぉうさぇすっかっえ けす はゃ-
くけゅけ くぇょせゃぇすっかぬしすゃぇ. 

╁ うくそけさきぇちうけくくけき かうしすおっ 
«‶さはきぇは さっつぬ», こけこぇゃてっき ゃ こけ-
つすけゃにっ はとうおう すにしはつ ぉっさっいけゃつぇく, 
くっしけしすけはゃてうえしは おぇくょうょぇす, しけぉう-
さぇのとうえしは こけせつぇしすゃけゃぇすぬ う ゃ ょっ-
おぇぉさぬしおうた ゃにぉけさぇた, ぃさうえ ╄かぇくちっゃ 
けぉっとぇっす ゅけさけあぇくぇき かっゅおけ さってうすぬ 
こさけぉかっきせ くっょけしすぇのとうた きっしす ゃ 
ょっすしおうた しぇょうおぇた. ╃っかけ, おけくっつくけ, 
たけさけてっっ. ╉ぇお さってぇっす こさけぉかっきせ 
くにくってくはは ゃかぇしすぬ, さぇいぉうさぇかぇしぬ 
くぇて おけささっしこけくょっくす ╊うかうは ぅくつせさう-
くぇ, っひ しすぇすぬは – くぇ しかっょせのとっえ しすさぇ-
くうちっ. ┿ おぇお こさっょかぇゅぇっす さってうすぬ ねすせ 
こさけぉかっきせ ういゃっしすくにえ ぉけさっち し おけさ-
させこちうっえ? ┿ こさっょかぇゅぇっす けく さってうすぬ 
ねすせ こさけぉかっきせ… し こけきけとぬの すけえ あっ 
しぇきけえ おけささせこちうう.

«‶さけぉかっきぇ ょっすしぇょけゃ さぇいさってう-
きぇ – ょけしすぇすけつくけ かうてぬ いぇおかのつうすぬ 
し いぇしすさけえとうおぇきう きくけゅけねすぇあっお しけ-
ゅかぇてっくうっ けぉ けぉはいぇすっかぬくけき しすさけう-
すっかぬしすゃっ ぉかうい くけゃけしすさけっお いょぇくうは 
しけちうぇかぬくけえ しそっさに», – さぇししせあょぇっす 
ゃ しゃけっえ しすぇすぬっ ぃさうえ ╄かぇくちっゃ.

′ぇ こっさゃにえ ゃいゅかはょ – くうつっゅけ おさう-
きうくぇかぬくけゅけ. ′せ, こけょせきぇってぬ, さぇし-
おけてっかはすしは しすさけうすっかう-すけかしすけしせきに 
っとひ くぇ ょっしはすけお-ょさせゅけえ きうかかうけくけゃ 
させぉかっえ, いぇすけ ょっすしぇょけゃ こさうぉぇゃうすしは. 
〈けかぬおけ おぇお ねすけ ぉせょっす こさけうしたけょうすぬ? 
¨つっゃうょくけ, つすけ ゅかぇゃぇ ゅけさけょぇ ょけか-

あっく ぉせょっす しけぉさぇすぬ ゃ しゃけひき おぇぉうくっ-
すっ しすさけうすっかっえ う しおぇいぇすぬ: «[はょけき し 
おぇあょけえ くけゃけしすさけえおけえ ゃに ょけかあくに 
ゃにしすさけうすぬ ょっすしおうえ しぇょうお! ぅ しおぇ-
いぇか! ┿ くっ しょっかぇっすっ – は ゃぇき しすさけうすぬ 
ゃけけぉとっ いぇこさっとせ!» 〈ぇお? ‶けえょせす かう 
くぇ ねすけ しすさけうすっかぬくにっ おけきこぇくうう? 
¨つっゃうょくけ, つすけ しすさけうすっかう こけこぇょせす 
ゃ «ゃうかおせ». ╄しかう けくう けすおぇあせすしは 
ゃにこけかくはすぬ すさっぉけゃぇくうは ゃかぇしすっえ, 
すけ かうてぇすしは しゃけっゅけ ぉういくっしぇ. ╄しかう 
けくう ゃにこけかくはす ねすけ すさっぉけゃぇくうっ, すけ 
しすけうきけしすぬ おゃぇょさぇすくけゅけ きっすさぇ ゃ くけ-
ゃけえ おゃぇさすうさっ くっきうくせっきけ ゃけいさぇしすひす 
くぇ しすけうきけしすぬ こさうしすさけえおう. 〈けゅょぇ 
しゃっさたょけさけゅせの おゃぇさすうさせ くうおすけ くっ 
おせこうす, ぇ いくぇつうす, しすさけうすっかう こさけ-
ゅけさはす う ゃしひ さぇゃくけ かうてぇすしは しゃけっゅけ 
ぉういくっしぇ. ╁ かのぉけき しかせつぇっ ぉっさっいけゃ-
つぇくっ ぉけかぬてっ くっ しきけゅせす さぇししつうすに-
ゃぇすぬ くう くぇ けょくせ くけゃせの おゃぇさすうさせ ゃ 
ゅけさけょっ. 

′け しぇきけっ しきってくけっ, つすけ こけょけぉ-
くけっ ょぇゃかっくうっ ゃかぇしすう くぇ ぉういくっし う 
くぇいにゃぇっすしは おけささせこちうっえ. ╄しかう ゅかぇ-
ゃぇ ゅけさけょぇ ぉっさひす し ぉういくっしきっくぇ いぇ 
こさぇゃけ しせとっしすゃけゃぇすぬ ぉけさいにきう とっく-
おぇきう うかう ゃ ょぇくくけき しかせつぇっ ょっすしぇょぇ-
きう – ねすけ せゅけかけゃくけっ こさっしすせこかっくうっ. 
╊のぉけえ こさぇおすうおぇくす しかっょしすゃっくくけゅけ 
おけきうすっすぇ こさう こさけおせさぇすせさっ くっきっょ-
かっくくけ こっさっしっかうす すぇおけゅけ つうくけゃくう-
おぇ-ゃにきけゅぇすっかは ゃ けすょっかぬくにえ しすさけゅけ 
けたさぇくはっきにえ おぇぉうくっす.

╁けす う ゃけいくうおぇのす ゃけこさけしに. ╄しかう 
こさっすっくょっくす ゃ きねさに, しぇき さぇぉけすぇの-
とうえ ゃ こさけおせさぇすせさっ, くっ こけくうきぇっす, 
つすけ しけぉうさぇっすしは こさうえすう ゃけ ゃかぇしすぬ 
し ういくぇつぇかぬくけ こさっしすせこくけえ こさけ-

ゅさぇききけえ, すけ いぇつっき くぇてっきせ ゅけさけょせ 
すぇおぇは しおぇくょぇかぬくぇは しかぇゃぇ う きねさ-
おけささせこちうけくっさ? ╄しかう あっ こけくうきぇっす 
– すけ いぇつっき くぇき きねさ, ういくぇつぇかぬくけ 
しすさっきはとうえしは けぉきぇくせすぬ しゃけうた うい-
ぉうさぇすっかっえ? ╇ くっ こさけとっ かう ぃさうの 
╄かぇくちっゃせ しこさけしうすぬ おせょぇ こけょっゃぇ-
かうしぬ ぉっさひいけゃしおうっ ょっすしおうっ しぇょに 
せ しゃけっゅけ しけさぇすくうおぇ こけ けここけいうちうう 
┿くょさっは ╀ぇさおっっゃぇ, ゃ ぉにすくけしすぬ おけすけ-
さけゅけ こっさゃにき いぇきけき ねすう しぇきにっ しぇょに 
う こさけこぇかう うい くぇてっえ おぇいくに?

«╀けさっち し おけささせこちうっえ», きくけゅけ-
おさぇすくけ ゃにしすせこぇゃてうえ こっさっょ すっかっ-
おぇきっさぇきう, こけしすぇゃうか こっつぇかぬくにえ 
けぉかぇしすくけえ さっおけさょ こけ «さぇいゃぇかっく-
くにき» ゃ さっいせかぬすぇすっ っゅけ くっおけきこっ-
すっくすくけしすう ょっかぇき. ╃ぇ う ゃ っおぇすっさうく-
ぉせさゅしおけき しかっょしすゃっくくけき おけきうすっすっ, 
おせょぇ けく ぉにか こっさっゃっょひく, くう けょくうき 
おけささせこちうけくくにき ょっかけき くっ こさけしかぇ-
ゃうかしは. ′ぇゃっさくけっ, ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ 
くうおぇおけえ おけささせこちうう くっす? ╇くすっさっし-
くけ, つすけ しおぇあせす すっかっゃういうけくとうおう 
こけ こけゃけょせ おぇくょうょぇすぇ,  けすおさにすけ 
いぇはゃかはのとっゅけ, つすけ ゃきっしすけ ぉけさぬぉに 
し おけささせこちうっえ けく しけぉうさぇっすしは しぇき 
しすぇすぬ おけささせこちうけくっさけき? ‶けしきっのす-
しは, くぇゃっさくけっ. 

╉しすぇすう, くけゃけしけいょぇくくぇは (くけ くう-
ゅょっ くっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくくぇは) けさゅぇ-
くういぇちうは «]╅╀» っとひ う こさけぉかっきせ し 
ねおけかけゅうっえ しけぉうさぇっすしは こけさってぇすぬ. 
╇くすっさっしくけ, けくう し ╂けしこけょけき ╀けゅけき 
ょけゅけゃけさはすしは うかう くけゃけっ しけかくちっ いぇ-
あゅせす? ╁こさけつっき, けぉ ねすけき つうすぇえすっ 
きぇすっさうぇか くぇ しかっょせのとっえ しすさぇくうちっ. 
╇ ゅかぇゃくけっ, ╃〉╋┿╈〈╄! ′っ おけさけゃせ 
ゃっょぬ ゃにぉうさぇっき, – しせょぬぉせ しゃけの.

╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿
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22 
′¨ぅ╀[ぅ こさけてかけゅけ ゅけょぇ くぇ 
ょけかあくけしすぬ ゅかぇゃに すっささうすけ-

さうぇかぬくけゅけ けすょっかぇ ぇょきうくうしすさぇちうう ゃ 
]すぇさけこにてきうくしおっ くぇいくぇつうかう ┿くぇすけかうは 
╂ぇかおうくぇ, おけすけさにえ ょけ ねすけゅけ ゃけいゅかぇゃかはか 
╀っさひいけゃしおけっ ¨╁╃. ]おけさけ こけかゅけょぇ おぇお けく 
くぇ くけゃけき こけしすせ. ┿ くぇ ねすけえ くっょっかっ せ ┿くぇ-
すけかうは ╋うたぇえかけゃうつぇ ょっくぬ さけあょっくぬは. ╋に 
ゃしすさっすうかうしぬ し くうき, つすけぉに せいくぇすぬ, おぇお 
けぉしすけはす ょっかぇ ゃ こけしひかおっ, け つひき いぇぉけすうすしは 
╂かぇゃぇ う おぇおけゃに っゅけ せしこったう. 

– ┿くぇすけかうえ ╋うたぇえかけゃうつ, おぇお ゃぇき 
さぇぉけすぇっすしは くぇ くけゃけき きっしすっ? ╀にかけ かう 
すさせょくけ こけくぇつぇかせ? [ぇししすけはくうっ けす ょけきぇ 
– ゃぇし くっ «くぇこさはゅぇっす»?

– ╋くっ くさぇゃうすしは ]すぇさけこにてきうくしお – ねすけ こさっ-
おさぇしくにえ こけしひかけお. ╃ぇ う けす きけっゅけ ょけきぇ けく ゃしっ-
ゅけ ゃ こはすう おうかけきっすさぇた – ねすけ こぇさせ きうくせす っいょに 
くぇ きぇてうくっ. 〈させょくけしすう, おけくっつくけ, ぉにかう, くけ くっ 
こけすけきせ つすけ は くうつっゅけ くっ いくぇか う くっ せきっか. ╆ぇ 
こかっつぇきう せ きっくは しけかうょくにえ あういくっくくにえ けこにす 
う けこにす せこさぇゃかっくつっしおけえ ょっはすっかぬくけしすう. ╁ おぇあ-
ょけき おけかかっおすうゃっ しゃけえ せしすぇゃ – くせあくけ ゃさっきは, 
つすけぉに お くっきせ こさうゃにおくせすぬ, くぇしすさけうすぬしは くぇ 
けぉとせの ゃけかくせ. ╀せょせつう くぇいくぇつっくくにき くぇ ょけかあ-
くけしすぬ, は ゃけゃしっ くっ うしおぇか かひゅおけえ あういくう う けす-
ょぇゃぇか しっぉっ けすつひす ゃ すけき, つすけ こさうょひすしは あっさす-
ゃけゃぇすぬ う かうつくにき ゃさっきっくっき, う しうかぇきう. ╆ぇ 
つっすにさっ きっしはちぇ さぇぉけすに は せしこっか こさけくうおくせすぬしは 
あういくぬの こけしひかおぇ, っゅけ こさけぉかっきぇきう. ╇ しっえつぇし 
いぇぉけつせしぬ, つすけぉに けく しすぇか っとひ おさぇてっ う つうとっ.

– ╉しすぇすう, け つうしすけすっ. ╉けゅょぇ ゃぇし くぇいくぇ-
つぇかう くぇ ょけかあくけしすぬ, う.け. きねさぇ ゅけさけょぇ 
╀っさひいけゃしおけゅけ ╇ゅけさぬ ╉ぇさこけゃ こさけしうか 
ゃぇし ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ さってうすぬ こさけぉかっ-
きせ し きせしけさけき ゃ こけしひかおっ. 〉ょぇかけしぬ つすけ-
すけ しょっかぇすぬ?

– ╃せきぇの, せょぇかけしぬ. ぅ ういせつうか ゃしっ ]ぇく‶う′に 
う くけさきに こけ しぉけさせ う ゃにゃけいせ すゃひさょにた ぉにすけゃにた 
けすたけょけゃ, こけしすぇくけゃかっくうは ゅかぇゃに ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ. ╁けす うた しおけかぬおけ. (‶けおぇ-
いにゃぇっす さぇしこっつぇすぇくくにっ ぉせきぇゅう, かっあぇとうっ くぇ 
さぇぉけつっき しすけかっ. ′っおけすけさにっ きっしすぇ ゃ くうた ゃに-
ょっかっくに はさおうき きぇさおっさけき – ゃうょくけ,  ょけおせきっくす 
ゃにつうすぇく くっ さぇい). ╆ぇこさけしうか ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう 
おけこうの ょけゅけゃけさぇ, おけすけさにえ いぇおかのつうかけ 〉こさぇゃ-
かっくうっ ╅╉》 し 〉╉ «╂けさ]ゃっす», こけ せぉけさおっ きっしす 
けぉとっゅけ こけかぬいけゃぇくうは. ╇いせつうか くけさきぇすうゃくせの 
ぉぇいせ う けぉはいぇすっかぬしすゃぇ しすけさけく: おぇさすうくぇ きくっ 
しすぇかぇ こけくはすくぇ. «╂けさ]ゃっす» う さぇくぬてっ しけょっさ-
あぇか こけしひかけお, くけ きっしすくにっ あうすっかう いぇょけかあぇかう 
おけききせくぇかぬくけえ けさゅぇくういぇちうう こさうかうつくせの しせき-
きせ. 〈けゅょぇ きに くぇこうしぇかう こうしぬきぇ ゃしっき しすぇさけ-
こにてきうくちぇき, ゃ おけすけさにた こけょつっさおくせかう う けぉは-
いぇすっかぬしすゃぇ しぇきうた あうすっかっえ: つすけ けくう ょけかあくに 
っあっきっしはつくけ こかぇすうすぬ いぇ ゃにゃけい 〈╀¨. ╋に 

しすぇさぇかうしぬ ぉにすぬ おぇお きけあくけ せぉっょうすっかぬくっっ, 
う かのょう こけしすっこっくくけ くぇつぇかう こかぇすうすぬ. ╁しっ-
ゅけ ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ 937 ょゃけさけゃ – ねすけ すっ, 
おすけ あうゃせす ゃ こけしひかおっ こけしすけはくくけ. ] くうきう きに 
くぇてかう けぉとうえ はいにお. ¨しすぇひすしは ょけゅけゃけさうすぬしは し 
ょぇつくうおぇきう, おけすけさにっ ゃけす-ゃけす こさうっょせす ゃ しゃけう 
けゅけさけょに. 』すけぉに せきっくぬてうすぬ いぇょけかあっくくけしすぬ 
こっさっょ «╂けさ]ゃっすけき», きに しけぉうさぇっきしは せしすぇくけ-
ゃうすぬ っとひ しっきぬ ょけこけかくうすっかぬくにた おけくすっえくっさけゃ 
ょかは すさひたさぇいけゃけえ ゃにゃけいおう 〈╀¨, たけすは こけ おけく-
すさぇおすせ おけききっさつっしおぇは けさゅぇくういぇちうは ょけかあくぇ 
しぇきぇ うた せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ う けぉせしすさぇうゃぇすぬ. 

– ┿ ゃ つひき けしくけゃくぇは すさせょくけしすぬ ゃ さってっ-
くうう «きせしけさくけえ こさけぉかっきに»?

– ′っかっゅおけ し ょけかあくうおぇきう, おけすけさにっ くっ こかぇ-
すうかう いぇ ゃにゃけい 〈╀¨ ゅけょぇきう. ′け きに うた せぉっあ-
ょぇっき, ゅけゃけさうき けぉ けすゃっすしすゃっくくけしすう. ぁすけ あっ 
くっ ょっかけ – いぇしけさはすぬ こけしひかけお. 》けさけてけ, つすけ 
しすぇさてうっ こけ せかうちぇき こけきけゅぇのす, こけさけえ しぇき 
ゃにっいあぇの, ゃしすさっつぇのしぬ し あうすっかはきう. ╉すけ-すけ 
こけくうきぇっす, ぇ おすけ-すけ こさうくちうこうぇかぬくけ けすおぇいに-
ゃぇっすしは こかぇすうすぬ. (╆ぇょせきぇかしは)… ╇くすっさっしくけ 
こけかせつぇっすしは: しっえつぇし は こさけぉかっきせ し ゃにゃけいけき 
けすたけょけゃ さってぇの, ぇ さぇくぬてっ, おけゅょぇ ゃ ¨╁╃ さぇ-
ぉけすぇか, すけあっ, きけあくけ しおぇいぇすぬ, «きせしけさけき» いぇ-
くうきぇかしは (しきっひすしは). ′っ いさは あっ きうかうちうけくっさけゃ 
ゃ くぇさけょっ くぇいにゃぇのす «きせしけさぇきう».   

– ╁ぇてう こさけそっししうけくぇかぬくにっ くぇゃにおう 
うい こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくけえ ょっはすっかぬくけしすう 
いょっしぬ こさうゅけょうかうしぬ? ╉ぇおけゃぇ おさうきうくぇかぬ-
くぇは けぉしすぇくけゃおぇ ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ?

– ‶さぇゃけこけさはょおけき ゃ こけしひかおっ いぇくうきぇっすしは 
せつぇしすおけゃにえ. ¨く っあっおゃぇさすぇかぬくけ しけゅかぇしくけ 
こさうおぇいせ け ょっはすっかぬくけしすう しかせあぉに せつぇしすおけゃにた-
せこけかくけきけつっくくにた こさっょしすぇゃかはっす きくっ けすつひす, 
っあっくっょっかぬくけ, こけ こけくっょっかぬくうおぇき, ゃっょひす こさう-
ひき ゅさぇあょぇく. ╁ ちっかけき けぉしすぇくけゃおぇ ゃ ]すぇさけ-
こにてきうくしおっ ぉかぇゅけこさうはすくぇは. 

– ╉けゅょぇ きに こさうったぇかう, せ ゃぇし ぉにか こけ-
しっすうすっかぬ. ╁さけょっ ぉに, せ ゃぇし しっゅけょくは くっ 
こさうひきくにえ ょっくぬ…

– ╊のょう こさうたけょはす ゃしっゅょぇ, は, っしかう くっ いぇ-
くはす, こさうくうきぇの うた. ╁けこさけしに せ ゃしった さぇいくにっ. 
′ぇこさうきっさ, こさうたけょうかぇ あっくとうくぇ, しこさぇてうゃぇ-
かぇ こさけ けしゃっとっくうっ けすょぇかひくくにた せかうち. 〉 くっひ 
さっぉひくけお たけょうす ゃ ておけかせ, しすさぇてくけ けょくけゅけ 
けすこせしおぇすぬ. ぅ っえ けぉなはしくうか, つすけ さってうすぬ こさけ-
ぉかっきせ ゃ さぇい くっ こけかせつうすしは. ╁ きせくうちうこぇかぬくけき 
おけくすさぇおすっ し ねくっさゅっすうおぇきう くぇ 2011 ゅけょ ゅけゃけ-
さうすしは けぉ けしゃっとっくうう 13 せかうち (ょかは しさぇゃくっ-
くうは: ゃ こさけてかけき ゅけょせ うた ぉにかけ すけかぬおけ すさう), う 
ょぇくくぇは すっささうすけさうは ゃ ねすけす しこうしけお くっ ゃたけょうす. 
╋けひ こさっょかけあっくうっ – しかけあうすぬしは し しけしっょはきう う 
けしゃっとぇすぬ せかうちせ いぇ しゃけえ しつひす – けくぇ くっ こけょ-
ょっさあぇかぇ. 》けすは, ゃ こけしひかおっ っしすぬ ねくすせいうぇしすに, 
おけすけさにっ いぇおせこうかう くっけぉたけょうきけっ けぉけさせょけゃぇ-
くうっ, けしゃっすうかう せかうちせ う ゃこけしかっょしすゃうう こっさっょぇ-

かう ねかっおすさうつっしおうっ しっすう くぇ しけょっさ-
あぇくうっ きっしすくけえ ぇょきうくうしすさぇちうう.

╃させゅぇは ぇおすせぇかぬくぇは こさけぉかっきぇ ゃ 
こけしひかおっ – さぇしつうしすおぇ ょけさけゅ. ぁすけえ 
いうきけえ うい ゅけさけょしおけゅけ ぉのょあっすぇ 
くぇき ゃにょっかうかう 240 すにしはつ させぉかっえ, 
くけ ねすけゅけ たゃぇすうかけ つすけぉに けつうしすうすぬ 
けす しくっゅぇ すけかぬおけ ちっくすさぇかぬくにっ 
せかうちに: ╊っくうくぇ, ╉うさけゃぇ う ╄かけ-
ゃせの. [ぇしつうしすうすぬ ょさせゅうっ ょけさけゅう 
ぉにかけ こさけぉかっきぇすうつくけ: こさうたけょう-
かけしぬ くぇくうきぇすぬ すったくうおせ, し おっき-すけ 
ょけゅけゃぇさうゃぇすぬしは… ぅ ぉせょせ たけょぇ-
すぇえしすゃけゃぇすぬ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう, 
つすけぉに ゃ 2012 ゅけょせ しさっょしすゃ ゃにょっ-
かうかう ぉけかぬてっ.   

╋くけゅうっ あぇかせのすしは, つすけ ゃけょせ ゃ 
こけしひかおっ くぇぉうさぇのす ゃしっ おけきせ くっ 
かっくぬ: こさうっいあぇのす ゅけさけあぇくっ, くぇ-
こけかくはのす ぉせすにかう う そかはゅう. «╋に 
いぇ ゃけょせ こかぇすうき, ぇ けくう くっす», – 
ゃけいきせとぇのすしは しすぇさけこにてきうくちに. 
′け は し ねすうき くっ しけゅかぇしっく. ╀っさっ-
いけゃつぇくっ うかう っおぇすっさうくぉせさあちに 
すけあっ こかぇすはす おけききせくぇかぬくにっ 
こかぇすっあう. ╉ぇおぇは さぇいくうちぇ, ゅょっ 
きに くぇぉさぇかう ゃけょせ う ゅょっ いぇ くっひ 
いぇこかぇすうかう. ╁しっ ょっくぬゅう う ゃしっ 
さっしせさしに しけしさっょけすけつっくに ゃ させおぇた きせくうちうこぇ-
かうすっすぇ. ‶けねすけきせ さぇいくうちに けす すけゅけ, こけかけあうき 
きに ょっくぬゅう ゃ かっゃにえ おぇさきぇく うかう こさぇゃにえ, くっす. 
¨す こっさっしすぇくけゃおう きっしす, おぇお こさぇゃうかけ, しせききぇ 
くっ ういきっくはっすしは. 

– ╉ぇおうっ っとひ ゃけこさけしに, おぇしぇのとうっしは 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃぇ こけしひかおぇ, くぇたけょはすしは せ 
ゃぇし ゃ こけかっ いさっくうは?

– ╁け-こっさゃにた, こけょゅけすけゃおぇ お こさぇいょくけゃぇくうの 
╃くは ‶けぉっょに. ╋に こかぇくうさせっき ょけこけかくうすぬ しこう-
しおう せつぇしすくうおけゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけ-
えくに くぇ きっきけさうぇかぬくけえ ょけしおっ せてっょてうきう うい 
あういくう ゃ きうさくけっ ゃさっきは. ╁け-ゃすけさにた, さってぇっき 
ゃけこさけし し ぇこすっおけえ. ぅ ゃしすさっつぇかしは し ゅかぇゃくにき 
ゃさぇつけき ╀『╂╀ ′うおけかぇっき 』っすゃっさうおけゃにき, けく 
ょぇか «ょけぉさけ» くぇ すけ, つすけぉに きっょこっさしけくぇか ¨╁‶ 
しぇき いぇおせこぇか う こさけょぇゃぇか こさっこぇさぇすに こっさ-
ゃけえ くっけぉたけょうきけしすう. ′け ねすけ ゃさっきっくくけ, こけおぇ 
くっ こけはゃうすしは ぇこすっつくにえ こせくおす. ╁-すさっすぬうた, ゃ 
]すぇさけこにてきうくしおっ しおけさけ けすおさけっすしは そうかう-
ぇか ]ぉっさぉぇくおぇ [けししうう. ‶け ょけゅけゃけさひくくけしすう 
し せこさぇゃかはのとっえ ぉっさひいけゃしおうき けすょっかっくうっき 
]ぉっさぉぇくおぇ ょかは ねすけゅけ さはょけき し ¨╁‶ こけしすさけはす 
くけゃけっ いょぇくうっ.   

– ┿くぇすけかうえ ╋うたぇえかけゃうつ, ぇ つすけ ゃに 
きけあっすっ しおぇいぇすぬ こけ こけゃけょせ すけゅけ, つすけ 
ゃにぉけさに ╂かぇゃに ゃ ╀っさひいけゃしおけき くっ しけ-
しすけはかうしぬ. ╁っょぬ きねさ ゅけさけょぇ – ゃぇて くっ-
こけしさっょしすゃっくくにえ させおけゃけょうすっかぬ. ╉ぇおうっ 

╄しかう ぉに くっ せぉっょうすっかぬくけっ くぇいゃぇくうっ ゅぇいっ-
すに «‶さはきぇは さっつぬ», いぇちっこうゃてっっ おさぇえ いさっ-
くうは, つひさくけ-ぉっかぇは つっすにさひたこけかけしおぇ こけかっすっかぇ 
ぉに ゃ こけょなっいょくせの せさくせ ゃしかっょ いぇ くぇぉうゃてっえ 
けしおけきうくせ う くぇこけかくはっきけえ っあっょくっゃくけ こけつすけ-
ゃにっ はとうおう さっおかぇきくけ-こさけこぇゅぇくょうしすしおけえ つせ-
てぬの. ¨ゅけ, ゃ くぇてっき ゅけさけょっ しすぇかぇ ゃにたけょうすぬ 
くけゃぇは ゅぇいっすぇ (こさぇゃょぇ, すぇおけっ くぇいゃぇくうっ っしすぬ 
せ けぉとっしすゃっくくけ-ょっかけゃけゅけ うくすっさくっす-ういょぇくうは 
う ぉかけゅぇ). ¨ょくけょくっゃおぇ うかう おぇお? ╁ひさしすおぇ くっ-
こさけそっししうけくぇかぬくぇは, けそけさきうすっかぬしおうた かはこけゃ 
たゃぇすぇっす. ╉ こさうきっさせ, ┿かっおしっえ ╂けさょっっゃ, ぇゃすけさ 
きぇすっさうぇかぇ «╇いきっくうすぬ くぇてせ あういくぬ!», さぇぉけ-
すぇっす くぇ てぇたすっ «]っゃっさくぇは», ぇ そけすけ しすけうす 
«ぃあくけえ». [っょぇおすけさせ しすけうかけ こけおぇいぇすぬ しくう-
きけお  ╂っけさゅうの ぅおけゃかっゃせ, ぇゃすけさせ っとひ けょくけゅけ 
きぇすっさうぇかぇ くぇ ゃすけさけえ こけかけしっ う つっかけゃっおせ, こけ 
いぇおぇいせ おけすけさけゅけ, おぇお けぉけいくぇつっくけ ゃ ゃにたけょ-
くにた ょぇくくにた うくそけさきぇちうけくくけゅけ ぉのかかっすっくは, 
けく ゃにこせとっく すうさぇあけき 999 ねおいっきこかはさけゃ. 
╂っけさゅうえ ╁うおすけさけゃうつ – ゅけさくはお, ゃ しゃけひ ゃさっきは 
ゃけいゅかぇゃかはか おけきうすっす おけきしけきけかぇ させょくうおぇ, せあ 
けく-すけ すけつくけ ょけかあっく いくぇすぬ, ゅょっ くぇたけょうすしは 
«すぇ いぇゃけょしおぇは こさけたけょくぇは». 

′け ゃしひ ねすけ, こけ ぉけかぬてけきせ しつひすせ, – きっかけつぬ. 
╇い ゃしっえ しけょっさあぇすっかぬくけえ つぇしすう ゅぇいっすに あっ-
かぇくうっ こけょうしおせすうさけゃぇすぬ ゃにいゃぇか かうてぬ ╋ぇ-
くうそっしす けぉとっしすゃっくくけえ けさゅぇくういぇちうう «]けのい 
あうすっかっえ ╀っさひいけゃしおけゅけ», ゃっさくっっ, くっおけすけ-
さにっ っゅけ こけいうちうう. ′っ ぉせょっき いぇょっさあうゃぇすぬしは 

くぇ いぇぉぇゃくにた ょっおかぇさぇちうはた け くっけぉたけょうきけ-
しすう こけぉっょうすぬ くぇさおけきぇくうの ゃ ╀っさひいけゃしおけき う 
けしすぇくけゃうすぬ さけしす ちっく ╅╉》 ゃ けすょっかぬくけ ゃいは-
すけき ゅけさけょっ. ′け くっかぬいは くっ しけゅかぇしうすぬしは し ぇゃ-
すけさぇきう ょけおせきっくすぇ: くぇょけ ゃけししすぇくぇゃかうゃぇすぬ 
さぇいゃぇかっくくせの しうしすっきせ いょさぇゃけけたさぇくっくうは. 
‶さぇゃょぇ, けぉうょくけ いぇ くぇてせ きっょうちうくせ: っしすぬ 
おぇょさけゃにえ こけすっくちうぇか, きぇすっさうぇかぬくぇは ぉぇいぇ, 
ぇ すけかぬおけ かっくうゃにえ くっ させゅぇっす 『╂╀. 

〈させょくけ ゃけいさぇいうすぬ こさけすうゃ ゃけいきせとっくうは こけ 
ぉっしおけくすさけかぬくけえ ゃにさせぉおっ かっしぇ. ̈ ょくぇおけ そけさ-
きせかうさけゃぇすぬ すぇおうっ けぉゃうくっくうは くぇょけ すけつくっっ: 
ぉっしおけくすさけかぬくぇ かう? ′っょぇゃくけ せてかにっ こさっょ-
こさうくうきぇすっかう けす うきっくう つぇしすくうおけゃ いぇおぇいぇかう 
ょさけゃぇ う ょっかけゃせの ょさっゃっしうくせ ゃ «╀っさひいけゃしおけき 
かっしたけいっ» う, しけけすゃっすしすゃっくくけ, こけ ょってひゃおっ 
うた おせこうかう. ‶さけおせさぇすせさぇ すせす あっ ゃけいぉせょうかぇ 
ょっかぇ, しっえつぇし けくう ゃ こさけういゃけょしすゃっ しかっょしすゃっく-
くけゅけ けすょっかぇ こさう ¨╁╃. ¨ょくぇおけ こけさけえ う いぇ-
おけくくぇは させぉおぇ ゃにゅかはょうす し すけつおう いさっくうは きけ-
さぇかう ぉっいいぇおけくくけえ. ‶さうおさにゃぇはしぬ ゅっくこかぇくけき, 
ゃ こさけてかけき ゅけょせ きせくうちうこぇかうすっす ょぇか ょけぉさけ 
くぇ ゃにさせぉおせ ょっかけゃけゅけ かっしぇ くぇ ‶すうつぬっえ ゅけさおっ 
こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ きくけゅけねすぇあっお. ╉ぇお くっ いぇ-
ょぇすぬ ういゃっつくにえ ぉっさひいけゃしおうえ ゃけこさけし: こけつっきせ 
ぉに ぉぇさぇおう くっ しくっしすう う くっ こけしすさけうすぬ くぇ うた 
きっしすっ ょけぉさけすくにっ ょけきぇ?  ‶けくはすくけ: ょはすかぇき う 
しけさけおぇき くっ くぇょけ ょぇゃぇすぬ おゃぇさすうさに こさう けすしっ-
かっくうう, ぇ かのょはき うい こさけゅくうゃてうた ょっさっゃはてっお 
いぇしすさけえとうお けぉはいぇく こさっょけしすぇゃうすぬ せゅけか. 

』すけ ゃにいにゃぇっす くっこさうはすうっ, すぇお ねすけ こさういにゃ 
╋ぇくうそっしすぇ «さってうすぬ こさけぉかっきに ねおけかけゅうう 
おぇお ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき, すぇお う ゃ こけしひかおぇた». 
╊のょう, ょぇゃぇえすっ くっ ぉせょっき ゅくっゃうすぬ ╀けゅぇ: くっ 
さぇい う くっ ょゃぇ こにすぇかぇしぬ くぇえすう ゃ ゅけょけゃにた けす-
つひすぇた ╋うくうしすっさしすゃぇ こさうさけょくにた さっしせさしけゃ 
"あぇさっくにっ そぇおすに" こけ ╀╂¨ ゃ さぇいょっかっ ねおけ-
かけゅうう: くせ, くっす せ くぇし ゅさせぉにた, しすさぇてくにた, 
けこぇしくにた こさけしつひすけゃ! ′ぇ そけくっ さけいけゃけ-あひか-
すけゅけ しくっゅぇ ′うあくっゅけ 〈ぇゅうかぇ う いぇょにきかひくくけゅけ 
ゃけいょせたぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ きに あうゃひき くっこかけたけ: 
ゃけょぇ つうしすぇは, ‶╃╉ ゃ こさっょっかぇた くけさきに, たうきうの 
くっ こさけういゃけょうき, こさけきにてかっくくにた しすけおけゃ くっす. 
¨くう うきっのすしは かうてぬ くぇ 〉╆‶], くけ すぇき しすけはす 
しけぉしすゃっくくにっ けつうしすくにっ, こけねすけきせ ゃ くぇてせ おぇ-
くぇかういぇちうの こけしすせこぇのす すけかぬおけ たけいはえしすゃっく-
くけ-ぉにすけゃにっ しすけおう. ′っ ぉせょっき ゅけゃけさうすぬ こさけ 
させょけせこさぇゃかっくうっ: すぇき しうすせぇちうは し けすおぇつおけえ 
ゃけょに こけょ ゅけしせょぇさしすゃっくくにき おけくすさけかっき. ┿ 
すけ, つすけ ゃ かっしぇた ゅさはいくけ, つすけ ゅさせいけゃうおう しゃぇ-
かうゃぇのす けすさぇぉけすぇくくにえ しすさけえきぇすっさうぇか くぇ 
けぉけつうくぇた ょけさけゅ, すぇお ねすけ ゅけゃけさうす け さぇいさせたっ 
くっ ゃ こさうさけょっ, ぇ ゃ くぇてうた ゅけかけゃぇた. 

‶けしかっょくっっ: ゃ ╋ぇくうそっしすっ っしすぬ こさういにゃ ゃっさ-
くせすぬ ょっすしおうっ しぇょに ょっすはき. ╃せきぇっすっ, おすけ-すけ 
こさけすうゃ ねすけゅけ うかう つすけ ゅけさけょ くっ しかにてうす う くっ 
ゃうょうす ねすせ こさけぉかっきせ? ╁ ぉかうあぇえてっえ こっさしこっお-
すうゃっ – しすさけうすっかぬしすゃけ くけゃにた ╃¨〉 くぇ せかうちぇた 
]こけさすうゃくけえ う ┿おぇょっきうおぇ ╉けさけかひゃぇ, つすけ こけ-
いゃけかうす しけおさぇすうすぬ けつっさっょぬ くぇ 540 つっかけゃっお. ┿ 

っとひ こさけえょひす さっきけくす う さっおけくしすさせおちうは いょぇ-
くうえ, さぇくっっ うしこけかぬいけゃぇゃてうたしは くっ こけ くぇいくぇ-
つっくうの: ╃¨〉 わ40,  しぇょうおけゃ くぇ ╄かけゃけえ, つすけ 
ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ, くぇ ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 5. ぁすけ 
ょぇしす ょけこけかくうすっかぬくけ 415 きっしす. 〉こさぇゃかっくうっ 
けぉさぇいけゃぇくうは こさっょかぇゅぇっす おぇこうすぇかぬくけ けすさっ-
きけくすうさけゃぇすぬ, きけょっさくういうさけゃぇすぬ いょぇくうは ╃¨〉 ゃ 
╉っょさけゃおっ, ゃ ]ぇさぇこせかおっ, ょっすおけきぉうくぇすに わ22, 
39, すけゅょぇ ゃ くうた こさうきせす っとひ 177 きぇかにてっえ. 
╄しすぬ うょっは しけいょぇすぬ ょけておけかぬくにっ ゅさせここに ゃ ておけ-
かぇた わ10, 32, ゅょっ しきけゅせす くぇたけょうすぬしは 40 のくにた 
きけくっすくうくちっゃ. ╄しかう ぇゃすけさぇき ╋ぇくうそっしすぇ うくすっ-
さっしくけ, すけ さっぇかぬくけ ゃ 2011 ゅけょせ きけあくけ ゃゃっしすう 
ょけこけかくうすっかぬくけ 705  きっしす, ぇ ゃ 2012-き  – っとひ 
467. ╋っしすくにえ ぉのょあっす ゅけすけゃ さぇしおけてっかうすぬしは 
ょかは ねすけゅけ くにくつっ くぇ 63 きうかかうけくぇ させぉかっえ, ぇ ゃ 
しかっょせのとっき ゅけょせ くぇ 46 きうかかうけくけゃ. 

‶けくはすくけ, つすけ しすけこさけちっくすくけ ゃしった ょっすっえ 
いぇゃすさぇ ゃ しぇょうおう くっ けすこさぇゃうき, くけ ゃに あっ しきけ-
すさうすっ 〈╁, つうすぇっすっ ょさせゅうっ ゅぇいっすに, いくぇっすっ, 
つすけ すぇおぇは しうすせぇちうは – こけ ゃしっえ しすさぇくっ. ╇ ぉせ-
ょっき けぉなっおすうゃくに:  ゃかぇしすぬ ╀╂¨ くっ いぇおさにゃぇっす 
ゅかぇいぇ う くっ こさはつっす ゅけかけゃせ おぇお しすさぇせし, ぇ こに-
すぇっすしは "さぇいさせかうすぬ" しうすせぇちうの. 

¨ぉとっしすゃっくくにっ けさゅぇくういぇちうう, ゃ すけき つうしかっ 
けここけいうちうけくくにっ, くせあくに, う こせしすぬ けくう こうてせす 
きぇくうそっしすに, こさういにゃに, すさっぉけゃぇくうは, くけ すけかぬ-
おけ おけくしすさせおすうゃくにっ, つっしすくにっ, しけ しゃっあうきう 
うょっはきう, おけすけさにっ こけきけゅせす くぇ しぇきけき ょっかっ 
しょっかぇすぬ くぇてせ あういくぬ ょけしすけえくっえ.  

╂¨]〈を ′¨╋╄[┿

¨]〈¨[¨╅′¨, ╁｠╀¨[｠!

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

"                                                          "

けすくけてっくうは しっえつぇし しかけあうかうしぬ せ ゃぇし ゃ 
おぇぉうくっすぇた ゅけさけょしおけえ ぇょきうくうしすさぇちうう? 
¨とせとぇっすっ いぇ しこうくけえ おけきぇくょせ, くぇ おけ-
すけさせの きけあくけ けこっさっすぬしは?

– ぅ ょせきぇの, させおけゃけょしすゃけ ぇょきうくうしすさぇちうう 
くっ ょけ おけくちぇ こさけょせきぇかけ しうすせぇちうの, おけすけさぇは 
きけあっす ゃけいくうおくせすぬ くぇ ゃにぉけさぇた ╂かぇゃに きせくう-
ちうこぇかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは. ‶けねすけきせ こけかせつう-
かけしぬ すけ, つすけ こけかせつうかけしぬ. ′け ねすけ すけあっ けこにす. 
]っえつぇし ゃ きねさうう こけはゃうかうしぬ くけゃにっ おぇょさに: 
いぇき. ゅかぇゃに こけ ゃけこさけしぇき ╅╉》, すさぇくしこけさすせ う 
しゃはいう ]っさゅっえ ╇かぬうくにた う こっさゃにえ いぇき. ゅかぇゃに 
╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ, さぇぉけすぇ けあうゃうかぇしぬ. ╇ ねすぇ 
しきっくぇ くうしおけかぬおけ くっ こけゃかうはっす くぇ さっいせかぬすぇ-
すうゃくけしすぬ ょっはすっかぬくけしすう ぇょきうくうしすさぇちうう う くっ 
しおぇあっすしは くぇ ぉかぇゅけこけかせつうう ぉっさっいけゃつぇく.     

– ]せょは こけ おけかうつっしすゃせ ょっか, こさけゃっ-
ょひくくにた ゃ こけしひかおっ, すっきこ ゃぇてっえ さぇぉけすに 
くうしおけかぬおけ くっ しぉぇゃかはっすしは. ╉ぇお ゃに けす-
ょにたぇっすっ, しくうきぇっすっ せしすぇかけしすぬ? ╂ょっ けす-
こさぇいょくせっすっ しゃけえ ょっくぬ さけあょっくぬは?  

– ′ぇゅさせいおう ゃ きうかうちうう ぉにかう ゃ ょっしはすおう 
さぇい ぉけかぬてっ. ]っえつぇし, くぇけぉけさけす, しゃけぉけょくけっ 
ゃさっきは こけはゃうかけしぬ. ぅ こさけゃけあせ っゅけ ょけきぇ, し 
しっきぬひえ. ]すさけの ぉぇくの. ╃っくぬ さけあょっくぬは ぉせょせ 
けすきっつぇすぬ ゃ しっきっえくけき おさせゅせ し ゃくせおけき う 
ょっすぬきう.

╀っしっょけゃぇかぇ 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿
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‶┿[╊┿╋╄′〈]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
]すさぇくうちぇ  ╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ  ]けぉさぇくうは  ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう

わ3

] ょけおかぇょけき ゃにしすせこうか こさっょしっょぇ-
すっかぬ おけきうすっすぇ ‶ぇかぇすに ‶さっょしすぇゃう-
すっかっえ こけ ねおけくけきうつっしおけえ こけかうすうおっ, 
ぉのょあっすせ, そうくぇくしぇき う くぇかけゅぇき ┿かっお-
しっえ 』っおぇくけゃ. ¨く けすきっすうか, つすけ ゃくっ-
しひくくにきう ういきっくっくうはきう  せつすっくけ 
せゃっかうつっくうっ ぉっいゃけいきっいょくにた こけしすせ-
こかっくうえ くぇ 3,7 きうかかうぇさょぇ させぉかっえ 
うい そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ.  

‶け きうくうしすっさしすゃせ しっかぬしおけゅけ たけいはえ-
しすゃぇ う こさけょけゃけかぬしすゃうは ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう さぇしたけょに ゃけいさぇしすせす くぇ 856 
きうかかうけくけゃ させぉかっえ. ]さっょしすゃぇ ぉせょせす  
くぇこさぇゃかっくに くぇ しせぉしうょうう しっかぬたけいすけ-
ゃぇさけこさけういゃけょうすっかはき, くぇ ゅぇいうそうおぇ-
ちうの しっかぬしおうた すっささうすけさうえ.  

‶さけういゃっょっくけ こっさっさぇしこさっょっ-
かっくうっ けぉとっゅけ けぉなひきぇ しせぉしうょうえ 
うい けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ きっしすくにき 
ぉのょあっすぇき くぇ せかせつてっくうっ  あう-
かうとくにた せしかけゃうえ ゅさぇあょぇく, こさけ-
あうゃぇのとうた ゃ しっかぬしおけえ きっしすくけしすう.
65 きうかかうけくけゃ させぉかっえ ぉせょっす くぇこさぇゃ-
かっくけ くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ ぉぇししっえくぇ 
«′っこすせく» ゃ ]っゃっさけせさぇかぬしおっ,  くぇ 150 
きうかかうけくけゃ  させぉかっえ せゃっかうつっくに さぇし-
たけょに くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ ╉ぇょっすしおけゅけ 
おけさこせしぇ ゃ  ′うあくっき 〈ぇゅうかっ.

‶け きうくうしすっさしすゃせ けぉとっゅけ う こさけ-
そっししうけくぇかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう さぇしたけょに ゃけい-
さぇしすぇのす くぇ 114,5 きうかかうけくぇ させぉかっえ, 
ゃ すけき つうしかっ くぇ こはすぬ きうかかうけくけゃ 
させぉかっえ せゃっかうつぇすしは さぇしたけょに くぇ ゃに-
こかぇすせ おけきこっくしぇちうう いぇ おかぇししくけっ させ-
おけゃけょしすゃけ.

′ぇ けぉかぇしすくけっ いょさぇゃけけたさぇくっくうっ 
ょけこけかくうすっかぬくけ ゃにょっかはのすしは しさっょ-
しすゃぇ そっょっさぇかぬくけゅけ う けぉかぇしすくけゅけ 
ぉのょあっすけゃ.  ╇い けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ 
144 きうかかうけくぇ させぉかっえ くぇこさぇゃかはのすしは 
くぇ しけょっさあぇくうっ う けぉっしこっつっくうっ ょっは-
すっかぬくけしすう くけゃけゅけ こっさうくぇすぇかぬくけゅけ 
ちっくすさぇ, 25 きうかかうけくけゃ させぉかっえ – くぇ しけ-
ょっさあぇくうっ ゅけしこうすぇかは ゃっすっさぇくけゃ ゃけえく.  

╆ぇ しつひす ちっかっゃにた そっょっさぇかぬくにた 
しさっょしすゃ ぇししうゅくけゃぇくうは くぇ  いょさぇゃけ-
けたさぇくっくうっ せゃっかうつっくに くぇ 1,9 きうか-
かうぇさょぇ させぉかっえ. ╁ すけき つうしかっ 20 きうか-
かうけくけゃ させぉかっえ ぉせょせす くぇこさぇゃかっくに  
くぇ いぇおせこおせ けぉけさせょけゃぇくうは う さぇしたけょ-
くにた きぇすっさうぇかけゃ ょかは くっけくぇすぇかぬくけゅけ 
う ぇせょうけかけゅうつっしおけゅけ しおさうくうくゅぇ; 45 
きうかかうけくけゃ させぉかっえ — くぇ こさけゃっょっくうっ 
こさっくぇすぇかぬくけえ (ょけさけょけゃけえ) ょうぇゅくけ-

しすうおう くぇさせてっくうえ さぇいゃうすうは さっぉひくおぇ; 
427 きうかかうけくけゃ させぉかっえ — くぇ さっぇかう-
いぇちうの けすょっかぬくにた こけかくけきけつうえ ゃ けぉ-
かぇしすう かっおぇさしすゃっくくけゅけ けぉっしこっつっくうは; 
446 きうかかうけくけゃ – ょかは こけきけとう けくおけ-
ぉけかぬくにき.  

[ぇしたけょに くぇ しけちうぇかぬくせの いぇ-
とうすせ くぇしっかっくうは せゃっかうつうゃぇのすしは 
くぇ 410 きうかかうけくけゃ させぉかっえ, こさう ねすけき  
いぇ しつひす ちっかっゃにた しさっょしすゃ — くぇ 242 
きうかかうけくぇ させぉかっえ. ╆ぇ しつひす しせぉしうょうえ 
うい そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ ぉせょっす 
こさけそうくぇくしうさけゃぇくけ けいょけさけゃかっくうっ 
ょっすっえ, くぇたけょはとうたしは ゃ すさせょくけえ あうい-
くっくくけえ しうすせぇちうう. 〈ぇおあっ しさっょしすゃぇ 
ぉせょせす くぇこさぇゃかっくに くぇ こけょょっさあおせ 
けこっおせくけゃ う こさうひきくにた さけょうすっかっえ.
╆ぇ しつひす しさっょしすゃ けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ 
ぉせょっす せゃっかうつっくけ つうしかけ ゃにこかぇす っあっ-
きっしはつくけゅけ こけしけぉうは くぇ さっぉひくおぇ, っあっ-
きっしはつくけゅけ こけしけぉうは つかっくぇき しっきっえ 
こけゅうぉてうた ゃっすっさぇくけゃ ぉけっゃにた ょっえ-
しすゃうえ ゃ しゃはいう し せゃっかうつっくうっき つうしかぇ 
けぉさぇすうゃてうたしは いぇ こけしけぉうはきう. ′けゃにっ 
さぇしたけょくにっ けぉはいぇすっかぬしすゃぇ ゃ しけけす-
ゃっすしすゃうう し いぇおけくけき «¨ いくぇおっ けすかう-
つうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう «]けゃっす 
ょぇ かのぉけゃぬ» しけしすぇゃはす ぉけかっっ 12 きうか-
かうけくけゃ させぉかっえ. ′ぇ 400 きうかかうけくけゃ 
させぉかっえ せゃっかうつっくに さぇしたけょに くぇ しこけさす 
う きけかけょひあくせの こけかうすうおせ.

357,5 きうかかうけくぇ させぉかっえ ぉせょっす くぇ-
こさぇゃかっくけ くぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ しせぉしう-
ょうえ きせくうちうこぇかぬくにき けぉさぇいけゃぇくうはき 
ゃ さぇきおぇた  けぉかぇしすくけえ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 
ちっかっゃけえ こさけゅさぇききに «╉けきこかっおしくけっ 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ ょゃけさけゃにた すっささうすけ-
さうえ ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうはた 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう – «〈にしはつぇ 
ょゃけさけゃ» くぇ 2011-2015 ゅけょに».

╀けかっっ けょくけゅけ きうかかうぇさょぇ させぉかっえ, 
ゃ しゃはいう し こけかせつっくうっき ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすぬの ぉのょあっすくけゅけ おさっょうすぇ 
うい そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ,  ぉせょっす 
こけすさぇつっくけ くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ ぇゃすけ-
きけぉうかぬくけえ ょけさけゅう ゃけおさせゅ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ. ′ぇ ょゃぇ きうかかうけくぇ させぉかっえ せゃっ-
かうつっくに さぇしたけょに くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ 
こっさゃけえ けつっさっょう (42-63 おき) ぇゃすけょけ-
さけゅう ╄おぇすっさうくぉせさゅ-〈のきっくぬ.

╁ ぉのょあっすっ せつすっくに ょけこけかくうすっかぬ-
くにっ さぇしたけょに ゃ しせききっ 50 きうかかうけくけゃ 
させぉかっえ くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ けぉなっおすけゃ 
うくそさぇしすさせおすせさに ゃ ゅけさけょっ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅっ, ゃ さぇえけくっ «┿おぇょっきうつっしおうえ».

╀けかぬてけえ うくすっさっし せ ょっこせすぇすけゃ ゃに-
いゃぇかぇ うくそけさきぇちうは け しすさぇすっゅうう さぇい-
ゃうすうは こかけょけけゃけとくけゅけ たけいはえしすゃぇ 
くぇ 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, し おけすけさけえ ゃにしすせこうか いぇ-
きっしすうすっかぬ くぇつぇかぬくうおぇ けすょっかぇ きうくう-
しすっさしすゃぇ しっかぬしおけゅけ たけいはえしすゃぇ う こさけ-
ょけゃけかぬしすゃうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
‶ひすさ 【っしすぇおけゃ.

╃けおかぇょつうお けぉさうしけゃぇか しうすせぇちうの し 
けぉっしこっつっくうっき くぇしっかっくうは おぇさすけそっ-
かっき, けゃけとぇきう, そさせおすぇきう う はゅけょぇきう. 
╃っこせすぇすけゃ うくすっさっしけゃぇかけ, こけつっきせ 
すぇおけえ ょけさけゅけえ おぇさすけそっかぬ, う こけつっきせ 
きくけゅけ こさうゃけいくけえ こさけょせおちうう うい ╇いさぇ-
うかは, ┿さゅっくすうくに, 』うかう?

‶け しかけゃぇき ょけおかぇょつうおぇ, こけすさっぉ-
くけしすぬ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ けゃけとぇた 
しけしすぇゃかはっす 490-500 すにしはつ すけくく, いぇゅけ-
すけゃかっくけ ゃ すさう さぇいぇ きっくぬてっ. 

╁ 2011 ゅけょせ こかぇくうさせっすしは せゃっかうつうすぬ 
こかけとぇょぬ こけしぇょおう けゃけとっえ けすおさにすけゅけ 
ゅさせくすぇ, くけ ねすけ ゃしひ さぇゃくけ くっ こけおさけっす 
こけすさっぉくけしすう くぇしっかっくうは.

╇い 900 ゅっおすぇさけゃ すっこかうち いぇおさにすけゅけ 
ゅさせくすぇ けしすぇかけしぬ 20 ゅっおすぇさけゃ. [にくけお 
いぇくはかう ゅさぇあょぇくっ ╉うすぇは, おけすけさにっ こけ-
しすぇゃかはのす けゃけとう ょってっゃかっ, つっき ゃ おさせこ-
くにた すっこかうつくにた おけきこかっおしぇた. 

¨しすぇゃかはっす あっかぇすぬ かせつてっゅけ しうすせぇ-
ちうは ゃ こかけょけゃけき たけいはえしすゃっ. ╉けゅょぇ-すけ 
くぇ 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 
ぉにかけ こはすぬ こかけょけこうすけきくうおけゃ う しっかっお-
ちうけくくぇは しすぇくちうは. ′ぇ しっゅけょくは けしすぇかけしぬ 
すけかぬおけ すさう: ╇さぉうすしおうえ, 〈ぇかうちおうえ, 
╉ぇきにてかけゃしおうえ. ¨くう けぉっしこっつうゃぇのす 
75-80% こけすさっぉくけしすう. ¨しすぇかぬくけえ こけ-
しぇょけつくにえ きぇすっさうぇか いぇおせこぇのす ゃ ょさせゅうた 
さっゅうけくぇた, くけ けく, おぇお こさぇゃうかけ, ゃにきっさ-
いぇっす うかう ゅうぉくっす うい-いぇ しせさけゃにた こけゅけょ-
くにた せしかけゃうえ 〉さぇかぇ. ‶け せすゃっさあょっくうの 
‶っすさぇ 【っしすぇおけゃぇ, しっゅけょくは ゃいはす おせさし 

くぇ けぉっしこっつっくうっ くぇしっかっくうは おぇつっしすゃっく-
くにき う きぇおしうきぇかぬくけ ょってひゃにき こけしぇ-
ょけつくにき きぇすっさうぇかけき, こさうしこけしけぉかっく-
くにき お くぇてっきせ さっゅうけくせ.

╃っこせすぇすけゃ うくすっさっしけゃぇか くういおうえ 
せさけゃっくぬ いぇおせこおう はゅけょ う ゅさうぉけゃ せ くぇ-
しっかっくうは? ╉ぇお こけはしくうか こさっょしすぇゃうすっかぬ 
きうくうしすっさしすゃぇ, かっす ょゃぇょちぇすぬ くぇいぇょ 
ねすせ そせくおちうの ゃにこけかくはか こけすさっぉしけのい, 
しっゅけょくは さにくけお けすょぇく こっさっおせことうおぇき. 
╀っししこけさくけ, くせあくけ ゃけいゃさぇとぇすぬしは お しう-
しすっきっ こけすさっぉおけけこっさぇちうう.

╁ たけょっ けぉしせあょっくうは ぉにかぇ こけょくは-
すぇ こさけぉかっきぇ しぇょけゃけょつっしおうた すけゃぇさう-
とっしすゃ. ′っ しっおさっす, つすけ ょかは ぉけかぬてうく-
しすゃぇ こけあうかにた かのょっえ, こっくしうけくっさけゃ 
しぇょけゃにっ せつぇしすおう はゃかはのすしは おけさきうかぬ-
ちぇきう う ぉけかぬてうき こけょしこけさぬっき ょかは 
しっきっえくけゅけ ぉのょあっすぇ, ゃけいきけあくけしすぬの 
こけょょっさあうゃぇすぬ そういうつっしおせの そけさきせ. 
‶け きくっくうの ょっこせすぇすけゃ, ゅけしせょぇさしすゃけ 
けぉはいぇくけ こけきけゅぇすぬ ゃかぇょっかぬちぇき しぇょけ-
ゃにた せつぇしすおけゃ う ゃいはすぬ くぇ しっぉは あうい-
くっけぉっしこっつっくうっ しぇょけゃ, こさっあょっ ゃしっゅけ 
– しゃっすけき う くけさきぇかぬくにきう ょけさけゅぇきう. 
╉ぇお いぇきっすうか こさっょしっょぇすっかぬ おけきうすっすぇ 
╁かぇょうきうさ ╋ぇておけゃ, さっいのきうさせは ょうし-
おせししうの, «しかうておけき きくけゅけ ゃかけあっくけ しうか, 
いょけさけゃぬは う しさっょしすゃ, つすけぉに ぉさけしうすぬ しぇ-
ょけゃけょしすゃけ».

╇くそけさきぇちうは こさうくはすぇ お しゃっょっくうの. 
╋うくうしすっさしすゃせ しっかぬしおけゅけ たけいはえしすゃぇ 
う こさけょけゃけかぬしすゃうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう こさっょかけあっくけ せすゃっさょうすぬ けすさぇし-
かっゃせの ちっかっゃせの こさけゅさぇききせ «[ぇいゃうすうっ 
しぇょけゃけょしすゃぇ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう» 
くぇ 2011-2015 ゅけょに, ょけぉぇゃうゃ ゃ くっひ こさけ-
ゅさぇききせ こけ こけょょっさあおっ しぇょけゃけょしすゃぇ う 
さぇいゃうすうは けゃけとっゃけょしすゃぇ. ¨ぉかぇしすくけきせ 
おぇぉうくっすせ きうくうしすさけゃ こさっょかけあっくけ さぇし-
しきけすさっすぬ ゃけこさけし こっさしこっおすうゃくけゅけ さぇい-
ゃうすうは こけすさっぉうすっかぬしおけえ おけけこっさぇちうう.

╃っこせすぇすに おけきうすっすぇ ‶ぇかぇすに ‶さっょ-
しすぇゃうすっかっえ こけ こさけきにてかっくくけえ, ぇゅさぇさ-
くけえ こけかうすうおっ う こさうさけょけこけかぬいけゃぇくうの 
こけょ こさっょしっょぇすっかぬしすゃけき ┿くぇすけかうは ]に-
しけっゃぇ さぇししきけすさっかう ゃけこさけし け ゃにこけか-
くっくうう こけしすぇくけゃかっくうは ‶ぇかぇすに ‶さっょ-
しすぇゃうすっかっえ, こさうくはすけゅけ ゃ うのくっ 2010 
ゅけょぇ こけ うくそけさきぇちうう ]つひすくけえ こぇかぇすに 
け さっいせかぬすぇすぇた こさけゃっさおう ねそそっおすうゃくけ-
しすう うしこけかぬいけゃぇくうは しさっょしすゃ そっょっさぇかぬ-
くけゅけ う けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすけゃ, ゃにょっ-
かっくくにた くぇ さっぇかういぇちうの さっゅうけくぇかぬくけえ 
ぇょさっしくけえ こさけゅさぇききに こけ こっさっしっかっくうの 
ゅさぇあょぇく うい ぇゃぇさうえくけゅけ あうかうとくけゅけ 
そけくょぇ し せつひすけき くっけぉたけょうきけしすう しすう-
きせかうさけゃぇくうは さぇいゃうすうは さにくおぇ あうかぬは 
くぇ 2009 ゅけょ.

¨ぉとうえ こかぇくうさせっきにえ けぉなひき さぇしたけ-
ょけゃ こけ こさけゅさぇききっ しけしすぇゃうか 1,8 きかさょ 
させぉかっえ, うい くうた 1,6 きかさょ – しさっょしすゃぇ 
《けくょぇ しけょっえしすゃうは さっそけさきうさけゃぇくうの 

あうかうとくけ-おけききせくぇかぬくけゅけ たけいはえしすゃぇ, 
200 きかく させぉかっえ – しさっょしすゃぇ けぉかぇしす-
くけゅけ ぉのょあっすぇ.  

╆ぇしかせてぇゃ うくそけさきぇちうの いぇきっしすうすっ-
かは けぉかぇしすくけゅけ きうくうしすさぇ ねくっさゅっすうおう 
う ╅╉》 ′うおけかぇは ]きうさくけゃぇ, ょっこせすぇすに 
ゃ さってっくうう  おけきうすっすぇ けぉさぇすうかう ゃくう-
きぇくうっ くぇ さはょ そぇおすけさけゃ. ╁ つぇしすくけしすう, 
こけ うくそけさきぇちうう けぉかぇしすくけゅけ こさぇゃう-
すっかぬしすゃぇ, くぇ おけくっち はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ 
こっさっしっかっくけ うい ぇゃぇさうえくけゅけ あうかうとくけ-
ゅけ そけくょぇ 3684 つっかけゃっおぇ. 

╃っこせすぇすに けすきっすうかう, つすけ こさけゅさぇき-
きけえ こさっょせしきぇすさうゃぇかけしぬ いぇゃっさてうすぬ 
こさけゃっょっくうっ いぇこかぇくうさけゃぇくくにた さぇぉけす 
こけ こっさっしっかっくうの ゅさぇあょぇく くっ こけいょ-
くっっ 31 ょっおぇぉさは 2009 ゅけょぇ. ¨ょくぇおけ 
いぇすはくせかうしぬ こさけちっししに こっさっしっかっくうは 
う けそけさきかっくうは こさぇゃ しけぉしすゃっくくけしすう 
くぇ あうかにっ こけきっとっくうは. ╉ こさうきっさせ, 
ゃ ┿さぇきうかぬしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ さっ-

ゅうしすさぇちうは こさぇゃ しけぉしすゃっくくけしすう くぇ こっ-
さっょぇくくにっ あうかにっ こけきっとっくうは こさけうい-
ゃっょっくぇ すけかぬおけ ゃ きぇさすっ-うのくっ 2010 
ゅけょぇ; ゃ 〈ぇかうちおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ 
こっさっしっかっくうっ ゅさぇあょぇく うい ぇゃぇさうえくけ-
ゅけ あうかうとくけゅけ そけくょぇ いぇゃっさてっくけ お 1 
うのかは, ぇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき 
けおさせゅっ — お 1 しっくすはぉさは 2010 ゅけょぇ,  
くっ いぇゃっさてっくぇ さぇぉけすぇ こけ ゃにこけかくっ-
くうの こさけゅさぇききに ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ う ゃ 
‶っさゃけせさぇかぬしおっ.   

╉けきうすっす さっおけきっくょけゃぇか けさゅぇくぇき 
きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは  ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅぇ, ‶っさゃけせさぇかぬしおぇ ゃ しさけお 
ょけ 1 くけはぉさは いぇゃっさてうすぬ こっさっしっかっ-
くうっ ゅさぇあょぇく うい ぇゃぇさうえくけゅけ あうかぬは 
ゃ あうかにっ こけきっとっくうは, こさうけぉさっすひく-
くにっ いぇ しつひす しさっょしすゃ, ゃにょっかっくくにた 
こけ こさけゅさぇききっ. ╃っこせすぇすに ゃくけゃぬ ゃっさ-
くせすしは お さぇししきけすさっくうの ょぇくくけゅけ ゃけ-
こさけしぇ ゃ おけくちっ ゅけょぇ. 

╉けきうすっす ¨ぉかぇしすくけえ ╃せきに こけ しけ-
ちうぇかぬくけえ こけかうすうおっ さぇししきけすさっか 
けぉさぇとっくうっ けぉかぇしすくけゅけ こさぇゃうすっかぬ-
しすゃぇ  こけ ゃけこさけしぇき, し おけすけさにきう 
こさっょしっょぇすっかぬ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすくけえ けぉとっしすゃっくくけえ けさゅぇくういぇ-
ちうう うくゃぇかうょけゃ  う ゃっすっさぇくけゃ ゃけえくに, 
すさせょぇ, ぉけっゃにた ょっえしすゃうえ, ゃけっくくけえ 
しかせあぉに う こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさ-
ゅぇくけゃ  ぃさうえ ]せょぇおけゃ けぉさぇすうかしは 
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. ‶さっょかけあっくうは ゃっすっさぇくけゃ 
おぇしぇのすしは こけょゅけすけゃおう さはょぇ いぇおけくけ-
ょぇすっかぬくにた うくうちうぇすうゃ こけ ゃくっしっくうの 
ういきっくっくうえ ゃ そっょっさぇかぬくにっ いぇおけくに. 

╃っこせすぇすに こけょょっさあぇかう こさっょかけあっ-

くうっ ょけこけかくうすぬ  こっさっつっくぬ おぇすっゅけさうえ 
ゅさぇあょぇく, うきっのとうた こさぇゃけ くぇ けょくけ-
ゃさっきっくくけっ こけかせつっくうっ ょゃせた こっくしうえ. 
‶さっょかぇゅぇっすしは ょぇすぬ すぇおけっ こさぇゃけ 
ゃょけゃぇき せきっさてうた せつぇしすくうおけゃ ゃけえくに 
う すさせあっくうおぇき すにかぇ, くぇゅさぇあょひくくにき 
けさょっくぇきう う きっょぇかはきう いぇ しぇきけけす-
ゃっさあっくくにえ すさせょ ゃ こっさうけょ ╁っかうおけえ 
¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに. 

╁ けぉさぇとっくうう こさぇゃうすっかぬしすゃぇ 
こさっょかぇゅぇっすしは ゃくっしすう ういきっくっくうは 
ゃ そっょっさぇかぬくけっ いぇおけくけょぇすっかぬ-
しすゃけ,  こさっょせしきぇすさうゃぇのとっっ ゃけいきけあ-
くけしすぬ こさけゃっょっくうは さっきけくすぇ う ぉかぇ-
ゅけせしすさけえしすゃぇ くっぉかぇゅけせしすさけっくくけゅけ 
あうかぬは ょかは ゃっすっさぇくけゃ ゃけえくに, うきっの-

とうた こさぇゃけ くぇ せかせつてっくうっ あうかうとくにた 
せしかけゃうえ う  くっ あっかぇのとうた ゃにっいあぇすぬ 
うい しゃけうた ょけきけゃ.  

〈ぇおあっ こけょょっさあぇくけ こさっょかけあっくうっ 
け こさっょけしすぇゃかっくうう きっさ しけちこけょょっさあ-
おう うくゃぇかうょぇき こけ ういゅけすけゃかっくうの 
う さっきけくすせ いせぉくにた こさけすっいけゃ. 

╃っこせすぇすに おけきうすっすぇ さってうかう ゃに-
えすう し ょぇくくにきう こさっょかけあっくうはきう 
こけ ゃくっしっくうの ういきっくっくうえ ゃ そっょっ-
さぇかぬくにっ いぇおけくに お ょっこせすぇすぇき ╂けし-
ょせきに, ういぉさぇくくにき けす ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう, う お こさっょしすぇゃうすっかの ╆ぇおけ-
くけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう ゃ ]けゃっすっ 《っょっさぇちうう 
[《 ┿さおぇょうの 』っさくっちおけきせ.  

┿かっおしぇくょさ ╋うてぇさうく, ゃにしすせこぇは し ょけ-
おかぇょけき こけ ねすけきせ ゃけこさけしせ, けすきっすうか, 
つすけ こさけゅさぇききぇ しけちうぇかぬくけ-ねおけくけきうつっ-
しおけゅけ さぇいゃうすうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう  
さぇいさぇぉけすぇくぇ くぇ こはすうかっすくうえ こっさうけょ, 
おけすけさにえ しけゃこぇょぇっす しけ ゃすけさにき ねすぇこけき 
さっぇかういぇちうう ]すさぇすっゅうう しけちうぇかぬくけ-ねおけ-
くけきうつっしおけゅけ さぇいゃうすうは ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう くぇ こっさうけょ ょけ 2020 ゅけょぇ. ╇きっく-
くけ こけねすけきせ っひ ちっかっゃにっ せしすぇくけゃおう かっゅ-
かう ゃ けしくけゃせ こさけゅさぇききに.

]すっさあくっゃけえ うょっっえ ょけおせきっくすぇ はゃ-
かはっすしは さぇいゃうすうっ つっかけゃっつっしおけゅけ こけ-
すっくちうぇかぇ, こけゃにてっくうっ おぇつっしすゃぇ あういくう 
くぇしっかっくうは, せしすけえつうゃにえ さけしす ねおけくけきう-
おう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.

╂せぉっさくぇすけさ ゃにょっかうか きっさけ-
こさうはすうは こさけゅさぇききに, くぇこさぇゃ-
かっくくにっ くぇ ょっきけゅさぇそうつっしおけっ 
さぇいゃうすうっ, しけたさぇくっくうっ つうしかっくくけしすう くぇ-
しっかっくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう う こさっ-
けょけかっくうっ っしすっしすゃっくくけえ せぉにかう.
ぁすけ — せゃっかうつっくうっ けあうょぇっきけえ こさけょけか-
あうすっかぬくけしすう あういくう; こけょょっさあおぇ きぇ-
すっさうくしすゃぇ う ょっすしすゃぇ; しすうきせかうさけゃぇくうっ 
ゃすけさにた う すさっすぬうた さけょけゃ, ゃ すけき つうしかっ 
う いぇ しつひす ゃゃっょっくうは さっゅうけくぇかぬくけゅけ きぇ-
すっさうくしおけゅけ おぇこうすぇかぇ; せおさっこかっくうっ うく-
しすうすせすぇ しっきぬう; そけさきうさけゃぇくうっ おせかぬすせ-
さに ゃっょっくうは いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう.

[っぇかういぇちうは おけきこかっおしぇ きっさけこさうは-
すうえ, しそけさきうさけゃぇくくにた ゃ こさけゅさぇききっ, 
こけいゃけかうす ゃ 2015 ゅけょせ こさうえすう お しかっょせ-
のとうき さっいせかぬすぇすぇき:

* しけたさぇくうすぬ つうしかっくくけしすぬ こけしすけはく-
くけゅけ くぇしっかっくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
くぇ せさけゃくっ くっ きっくっっ 4390 すにし. つっかけゃっお;

* こけゃにしうすぬ けあうょぇっきせの こさけょけかあう-
すっかぬくけしすぬ あういくう ょけ 71 ゅけょぇ;

* こけょょっさあぇすぬ さけあょぇっきけしすぬ くぇ  せさけゃ-
くっ くっ きっくっっ 59 すにしはつ ょっすっえ  ゃ ゅけょ;

* しくういうすぬ しきっさすくけしすぬ くぇしっかっくうは 
ょけ 59 すにしはつ つっかけゃっお ゃ ゅけょ;

* しけおさぇすうすぬ しきっさすくけしすぬ すさせょけしこけ-
しけぉくけゅけ くぇしっかっくうは こけつすう くぇ すさっすぬ.

╂かぇゃくけえ いぇょぇつっえ ゃ こさけきにてかっくくけき 

おけきこかっおしっ けしすぇひす-
しは おぇさょうくぇかぬくけっ 
こけゃにてっくうっ こさけ-
ういゃけょうすっかぬくけしすう すさせょぇ. ‶さけういゃけょう-
すっかぬくけしすぬ すさせょぇ ゃ こさけきにてかっくくけしすう 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう しけしすぇゃかはっす 2,2 
きうかかうけくぇ させぉかっえ くぇ けょくけゅけ いぇくはすけゅけ 
ゃ ゅけょ, ぇ こけ ょけぉぇゃかっくくけえ しすけうきけしすう – 
こけさはょおぇ 530 すにしはつ させぉかっえ くぇ けょくけゅけ 
いぇくはすけゅけ. ぁすけ くうあっ きうさけゃけゅけ せさけゃくは 
ゃ 3,5 さぇいぇ う ゃ 1,4 さぇいぇ くうあっ しさっょくっさけし-
しうえしおけゅけ こけおぇいぇすっかは. 

╂せぉっさくぇすけさ こけょつっさおくせか, つすけ せしおけ-
さっくくけっ せしすけえつうゃけっ さぇいゃうすうっ こさけ-
きにてかっくくけゅけ おけきこかっおしぇ おぇお けしくけゃに 
ねおけくけきうつっしおけゅけ さけしすぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう ぉせょっす けぉっしこっつうゃぇすぬしは さってっ-
くうっき しかっょせのとうた いぇょぇつ:

* きけょっさくういぇちうは う  うくくけゃぇちうけくくけっ 
けぉくけゃかっくうっ すさぇょうちうけくくにた しっおすけさけゃ 
こさけきにてかっくくけしすう;

* しけおさぇとっくうっ ういょっさあっお こさけういゃけょ-
しすゃぇ う せゃっかうつっくうっ ょけかう ょけぉぇゃかっくくけえ 
しすけうきけしすう ゃ ゃぇかけゃけき ゃにこせしおっ こさけ-
きにてかっくくけえ こさけょせおちうう;

* しけいょぇくうっ くけゃにた ゃにしけおけすったくけ-
かけゅうつくにた しっおすけさけゃ う うくくけゃぇちうけく-
くにた こさけょせおすけゃ こさけきにてかっくくけしすう. 
╉ 2015 ゅけょせ さけしす そういうつっしおうた けぉな-
ひきけゃ こさけきにてかっくくけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ 
ゃ 1,8 さぇいぇ  こさっゃにしうす せさけゃっくぬ 2010 
ゅけょぇ, ぇ けぉなひき けすゅさせあっくくけえ こさけょせお-
ちうう こさけきにてかっくくけしすう  –  ゃ 2,4 さぇいぇ.
『っかぬ こさけゅさぇききに — しけおさぇすうすぬ こせすぬ 
けす くぇせつくけえ うょっう ょけ っひ こさけういゃけょしすゃっく-
くけゅけ すうさぇあうさけゃぇくうは. 

╃かは っひ ょけしすうあっくうは そけさきうさせっすしは 
うくくけゃぇちうけくくぇは うくそさぇしすさせおすせさぇ:

* ぉういくっし-うくおせぉぇすけさに;
* すったくけかけゅうつっしおうっ ちっくすさに;
* 〉さぇかぬしおうえ せくうゃっさしうすっすしおうえ おけき-

こかっおし;
* すったくけこぇさお ゃにしけおうた すったくけかけゅうえ 

]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう «〉くうゃっさしうすっす-
しおうえ»;

* くぇせつくけ-けぉさぇいけゃぇすっかぬくにえ う うく-
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ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

╂〉╀╄[′┿〈¨[ ]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 
╋うてぇさうく, こさっょしっょぇすっかぬ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ けぉかぇしすう 

┿くぇすけかうえ ╂さっょうく, させおけゃけょうすっかぬ ぇょきうくうしすさぇちうう ゅせ-
ぉっさくぇすけさぇ ╁はつっしかぇゃ ╊ぇてきぇくおうく, つかっくに こさぇゃうすっかぬ-
しすゃぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こさうくはかう せつぇしすうっ ゃ こさっょ-
しすぇゃかっくうう ょっこせすぇすぇき ¨ぉかぇしすくけえ ╃せきに う けぉしせあょっくうう 
ゃ こっさゃけき つすっくうう こさけっおすぇ いぇおけくぇ «¨ ‶さけゅさぇききっ しけちう-
ぇかぬくけ-ねおけくけきうつっしおけゅけ さぇいゃうすうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう くぇ 2011-2015 ゅけょに».

くけゃぇちうけくくにえ おかぇしすっさ ゃ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅっ.

╂せぉっさくぇすけさ けしけぉけ ゃにょっかうか: 
せしこった ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ ちっ-
かけき, ゃけいゃさぇとっくうっ くぇ かうょっさしおうっ 
こけいうちうう ゃ しすさぇくっ くっゃけいきけあくに 
ぉっい せしこってくけゅけ さぇいゃうすうは っひ すっさ-
さうすけさうえ. ‶けねすけきせ ゃ こさけゅさぇききっ 
こさっょしすぇゃかっく すっささうすけさうぇかぬくにえ 
さぇいさっい – っゅけ くぇかうつうっ はゃかはっすしは 
けょくけえ うい くけゃぇちうえ こさけゅさぇききに.
╁ けすょっかぬくけえ ゅかぇゃっ こさっょしすぇゃかっくに 
けしくけゃくにっ くぇこさぇゃかっくうは しけちうぇかぬくけ-
ねおけくけきうつっしおけゅけ さぇいゃうすうは ゅけさけょぇ 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ おぇお しすけかうつくけゅけ ちっく-
すさぇ う はょさぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.

』すけ おぇしぇっすしは さぇいゃうすうは しっかぬしおうた 
すっささうすけさうえ, すけ いょっしぬ けしくけゃくにっ こけ-
かけあっくうは しけこさはあっくに し ょっえしすゃせのとっえ 
こさけゅさぇききけえ «〉さぇかぬしおぇは ょっさっゃくは». 
]さっょう けしくけゃくにた いぇょぇつ – しけおさぇとっ-
くうっ さぇいさにゃぇ きっあょせ ゅけさけょけき う しっかけき 
ゃ せさけゃくっ けぉっしこっつっくくけしすう けぉなっおすぇきう 
しけちうぇかぬくけえ しそっさに う うくあっくっさくけえ 
うくそさぇしすさせおすせさに う けぉっしこっつっくうっ すさせ-
ょけゃけえ いぇくはすけしすう くぇしっかっくうは.

╁ しけょけおかぇょっ こけ ねすけきせ ゃけこさけしせ 
こさっょしっょぇすっかぬ おけきうすっすぇ ¨ぉかぇしすくけえ 
╃せきに こけ ぉのょあっすせ, そうくぇくしぇき う くぇ-
かけゅぇき ╁かぇょうきうさ 〈っさっておけゃ けぉさぇすうか 
ゃくうきぇくうっ おけかかっゅ-ょっこせすぇすけゃ くぇ けしけ-
ぉっくくけしすう こさけゅさぇききに しけちうぇかぬ-
くけ-ねおけくけきうつっしおけゅけ さぇいゃうすうは. ¨く 
こけょつっさおくせか, つすけ ょけおせきっくす しすぇくっす 
けしくけゃけえ ょかは こさうくはすうは けぉかぇしすくにた 
ちっかっゃにた こさけゅさぇきき, せおぇあっす けしくけゃ-
くにっ くぇこさぇゃかっくうは ょかは うくゃっしすうさけ-
ゃぇくうは, こけょょっさあおう きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇくうえ, そけさきうさけゃぇくうは ぉのょ-
あっすぇ けぉかぇしすう.  ╁きっしすっ し すっき, ゃけい-
くうおぇっす くっけぉたけょうきけしすぬ しっさぬひいくけえ 
さぇぉけすに くぇょ こけこさぇゃおぇきう おけ ゃすけさけきせ 
つすっくうの いぇおけくぇ. 
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05.00 «7 ╃′╄╈». ╇′《¨[╋┿『╇¨′′¨-┿′┿╊╇〈╇』╄]╉┿ぅ 

‶[¨╂[┿╋╋┿ 
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00, 00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/]
11.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
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13.30 «╋╄╅╃〉 ′┿╋╇…»
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14.15 《╇╊を╋-╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿»
15.00, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
15.30 «〈┿╋』｠-【¨〉»
16.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»
16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿». 〈/]
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
18.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 
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9.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ ╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.00 ′¨╁¨]〈╇
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╅╄′]╉╇╄ ╋╄』〈｠ ¨ 
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9.05 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
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〈′╄[｠»
14.00 ╁╄]〈╇
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15.05 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
17.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
18.55 ‶[ぅ╋¨╈ ぁ《╇[
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, 

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨[¨╂¨╈ ╋¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉»
23.45 ╃╄╅〉[′｠╈ ‶¨ ]〈[┿′╄
00.45 ╁╄]〈╇+
01.05 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
01.45 》/《 «]╄[╃『╄ ′╄ ╉┿╋╄′を»
04.30 ╂¨[¨╃¨╉

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋»
8.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...»
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【╄]〈╁╇╄»
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄. ¨╀╆¨[»
10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.25 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨-

╁╄[╉┿»
14.40 «╃┿╁┿╈〈╄ ╋╇[╇〈を]ぅ!»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

《¨′┿[╄╈»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «╊╄]′╇╉»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 «』╄]〈′｠╈ ‶¨′╄╃╄╊を′╇╉»
00.25 «【╉¨╊┿ ╆╊¨]╊¨╁╇ぅ»
01.10 «《〉〈╀¨╊を′┿ぅ ′¨』を»
01.45 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
02.45 «╃¨ ]〉╃┿»
04.05 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

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

]╁╇╃┿′╇╄»
12.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.40 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
13.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
14.05 〈/]‶ ╋╄]を╄ ╊╄′〉┿[, ╉¨〈¨-

[｠╈...
15.15 «]〈┿[┿ぅ 《╊¨[╄′『╇ぅ»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ╋¨′¨╊¨╂ ╁ 4-》 』┿]〈ぅ》
17.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.50 ╆′┿╋╄′╇〈｠╄ 《¨[〈╄‶╇┿′′｠╄ 

╉¨′『╄[〈｠
18.35 ╃/] «╉┿[〈¨╂[┿《｠»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ]┿〈╇. ′╄]╉〉』′┿ぅ ╉╊┿]]╇╉┿...
20.45 ¨]〈[¨╁┿
21.25 ACADEMIA

22.15 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.00 ╉〈¨ ╋｠?
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
01.40 ACADEMIA

7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
10.30, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.55 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
11.50 «〉′╇╉〉╋｠»
12.20 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
12.40 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
13.10 «′┿〉╉┿ 2.0»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15, 01.10 TOP GEAR
15.45 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
16.15 》/《 «〉╀[┿〈を ╉┿[〈╄[┿»
18.15, 02.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
18.30 《〉〈╀¨╊. «〉[┿╊» - «╅╄╋』〉╅╇′┿-]¨』╇»
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
21.20 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
21.30 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
22.05 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
22.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
22.45, 03.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
23.15 ╀¨╉]
00.00, 03.30 ╁╄]〈╇.RU
00.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
02.25 «]〈[┿′┿.RU»
04.10 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿» 
05.00 《〉〈╀¨╊. 『]╉┿ - «╉[┿]′¨╃┿[»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 》/《 «【┿╂ ′┿╁]〈[╄』〉»
9.55 》/《 «╁′╇╋┿′╇╄! ╁]╄╋ ‶¨]〈┿╋...»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ╁]┱ [╄【〉 ]┿╋┿»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.10 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ [┿╆′╇『┿»
22.40 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.05 》/《 «╆┿ ╁╇〈[╇′¨╈ 〉′╇╁╄[╋┿╂┿»
01.45 «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇»
03 .35  〈 /]  «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉¨╄ 

〉╀╇╈]〈╁¨»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «〈╄╊╄‶¨[〈»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «ぁ╊╁╇′ ╇ ╀〉[〉′╃〉╉╇»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 》/《 «╆╃╄]を ╉〉[ぅ〈»
02.50 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
03.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.55 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿

5.35 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ╅┿╃′¨]〈╇»
10.30 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.10 》/《 «╁¨]‶╇〈┿′╇╄ ╅╄]〈¨-

╉¨]〈╇ 〉 ╅╄′】╇′ ╇ ]¨╀┿╉»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 ‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[
21.00 》/《 «′╄╁╄╆〉』╇╄»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «【〈〉[╋ 』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 

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

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

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
9.30, 12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12 .00 ,  16 .00 ,  19 .00 ,  23 .00 

«ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00  》/《 «]╉┿╊¨╊┿╆╉┿ ╇ 

‶¨]╊╄╃′╇╈ ╇╆ ]╄╃を╋¨╈ 
╉¨╊｠╀╄╊╇»

16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╃╄╊¨ ̈ ]¨╀¨╈ ╁┿╅′¨]〈╇»
00.00 «〈[╇ 〉╂╊┿»
01.00 》/《 «[┿╆╁╄╃╉┿ 2022. ╇′『╇-

╃╄′〈 ╋╄『『¨»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00, 19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 ╉¨╋╄╃╇╈′¨╄ 【¨〉 «¨╃′┿ 

╆┿ ╁]╄》»
10 .00  》 /《  «′╄¨╀｠』┿╈′｠╄ 

‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ┿╃╄╊を»
12.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 》/《 «╉╊╇╉. ] ‶〉╊を〈¨╋ ‶¨ 

╅╇╆′╇»
23.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》
01.30 》/《 «[╄╀┱′¨╉ ′┿ ╀¨[〈〉»
03.15 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ̈ ╀ ╇]╉┿〈╄╊╄»
04.05 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. 
╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.10 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
9.30 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
10.20, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
19.15 ╃/《 «[〉]]╉┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を ╂╄[╋┿′┿ 

╂╄[╇′╂┿»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. 〈[〉╃¨╁｠╄ 

¨〈′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 1 ]╄[╇ぅ
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «DE FACTO»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, ゅょっ 

こさけょぇひすしは ╀[, うかう けすくっしすう こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9.

〈っおしす こうてっすしは さぇいぉけさつうゃけ, こっつぇすくにきう ぉせおゃぇきう, ぉっい しけおさぇとっくうえ, 
くっ ぉけかっっ 20 しかけゃ. ¨ょくけ けぉなはゃかっくうっ くぇ けょくけき おせこけくっ. [せぉさうおう: 

〈さぇくしこけさす, ╃っすしおけっ, ╅うゃけすくにっ, [ぇいくけっ, ╆くぇおけきしすゃぇ, ╀にすけゃぇは すったくうおぇ.

[せぉさうおぇ ___________________________________________________

〈っおしす けぉなはゃかっくうは _________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

╃ぇくくにっ (すっかっそけく) ______________________________________



ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
〈っこっさぬ ゃに きけあっすっ さぇいきっしすうすぬ ゃ ゅぇいっすっ ぉっしこかぇすくけっ けぉなはゃかっくうっ 

ゃ しかっょせのとうっ させぉさうおう: すさぇくしこけさす, ぉにすけゃぇは すったくうおぇ, きっぉっかぬ, 
ょっすしおけっ, けょっあょぇ, あうゃけすくにっ, いくぇおけきしすゃぇ, けぉきっく-ぉのさけ, うとせ 
さぇぉけすせ, しくうきせ あうかぬっ.  ╁ぇてっ けぉなはゃかっくうっ ぉせょっす くぇこっつぇすぇくけ ゃ 

ぉかうあぇえてうえ つっすゃっさゅ.
╃かは ねすけゅけ ょけしすぇすけつくけ ゃにさっいぇすぬ くぇて おせこけく ゃ しせぉぉけすくっき 

ゃにこせしおっ, いぇこけかくうすぬ っゅけ こっつぇすくにきう ぉせおゃぇきう う こっさっょぇすぬ ゃ かのぉけえ 
おうけしお [けしこっつぇすう (ゅょっ こさけょぇっすしは ╀[) うかう お くぇき ゃ さっょぇおちうの こけ 
ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9.

• [っょぇおちうは くっ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ ょけしすけゃっさくけしすぬ 
こせぉかうおせっきけえ うくそけさきぇちうう.

• [っょぇおちうは くっ ゅぇさぇくすうさせっす こせぉかうおぇちうの ぉっしこかぇすくにた 
けぉなはゃかっくうえ.

• ¨ぉなはゃかっくうは こっつぇすぇのすしは ゃ こけさはょおっ うた こけしすせこかっくうは.
• ¨ぉなはゃかっくうは おけききっさつっしおけゅけ たぇさぇおすっさぇ くぇ ぉっしこかぇすくけえ 

けしくけゃっ くっ こさうくうきぇのすしは.

]きけすさうすっ くけゃけしすう くぇ おぇくぇかっ 

«╁っお すっかっゃうょっくうは»
し こけくっょっかぬくうおぇ こけ こはすくうちせ, う うすけゅけゃにえ 

ゃにこせしお ゃ しせぉぉけすせ う ゃけしおさっしっくぬっ ゃ 
8 00, 13 00, 1800, 2030, 2300

[╄╉╊┿╋┿

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
‶[¨╃┿╋

• ‶けこせゅぇう: おけさっかかに – 2500 させぉ., 
ゃけかくうしすにっ – 500 させぉ., おぇおぇさうおう 
あっかすにっ – 3500 させぉ., きぇしおけゃにっ 
くっさぇいかせつくうおう (こぇさぇ) – 3600 させぉ. 
8-961-57-33-355.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• 】っくおぇ かぇえおう. (343) 219-31-39.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
‶[¨╃┿╋

• ╁┿╆-21140, しっさにえ きっすぇかかうお, 
2006 ゅ.ゃ., 〈¨ きぇさす 2011 ゅ., ゃ 
たけさけてっき しけしすけはくうう. 4-40-34, 8-902-
27-53-007.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÄÅÒÑÊÎÅ ‶[¨╃┿╋
• ╉けかはしおぇ いうきぇ-かっすけ (かのかぬおぇ 
う こさけゅせかおぇ), ちゃっす いっかっくにえ, おけかっしぇ 
さっいうくぇ, しけしすけはくうっ たけさけてっっ. ╁ 
こけょぇさけお しすせかぬつうお ょかは おけさきかっくうは. 『. 
5 す.さ. 8-922-15-64-690.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╉けかはしおぇ, こけかぬしおぇは, ぉっあっゃぇは. 
8-904-54-80-780, こけしかっ 20.00.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÐÀÇÍÎÅ ‶[¨╃┿╋
• 〉しすさけえしすゃけ きけつっこさうっきくけっ ょかは 
きせあつうく 〉さけちっか, こさうきっくはっすしは こさう 
かのぉにた そけさきぇた くっょっさあぇくうは きけつう. 
┿ぉしけさぉうさせのとうっ こっかっくおう 60た90. 
‶ぇきこっさしに L 35. ╁しっ うきこけさすくけっ. 
╃ってっゃけ. 8-902-25-89-788.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÀ
╉〉‶╊ぃ

• 》けかけょうかぬくうお, くっょけさけゅけ. 8-953-
00-28-298.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

』┿]〈′｠╄
╀╄]‶╊┿〈′｠╄
¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ

‶さけしうき けぉさぇすうすぬ ゃくうきぇくうっ, つすけ ゃ ゃにこせしおっ ゅぇいっすに わ29 (9704) 
けす 22.03.2011 ゅ. ゃ ういゃっとっくうう け こさけゃっょっくうう しけぉさぇくうは け しけゅかぇしけ-
ゃぇくうう きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ, さぇしこけかけあっく-
くにた こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅけさけょ ╀っさっいけゃしおうえ (╄おぇすっ-
さうくぉせさゅしおぇは おけかぬちっゃぇは ぇゃすけきけぉうかぬくぇは ょけさけゅぇ), ぉにかぇ ょけこせとっくぇ 
けてうぉおぇ: せおぇいぇくけ, つすけ しけぉさぇくうっ 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 いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ しけしすけ-
うすしは 19 ぇこさっかは 2011 ゅけょぇ. 

‶さぇゃうかぬくぇは うくそけさきぇちうは: 22 ぇこさっかは 2011 ゅけょぇ.

[╄
╉╊

┿╋
┿
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‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
05.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00, 00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠»  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈/]
13.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15  «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»
14.30  《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿» 
15.00, 18.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 16.45, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 

〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ¨]〈┿′¨╁╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
16.00 «〈┿〈-MUSIC»
16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿». 〈/] ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 〈. ╋╇′′〉╊╊╇′. «╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!». ]‶╄╉〈┿╉╊を 

┿╊を╋╄〈を╄╁]╉¨╂¨ 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′-
′¨╂¨ ╃[┿╋┿〈╇』╄]╉¨╂¨ 〈╄┿〈[┿. 』┿]〈を 1-ぅ

20.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ»
22.00 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/]
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
01.30  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
02.00 “╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ ╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╅╄′]╉╇╄ ╋╄』〈｠ ¨ 

╃┿╊を′╇》 ]〈[┿′┿》»
22.30 «]╁╇╃╄〈╄╊╇»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ‶¨ 〈╄╊〉»
00.40 》/《 «ぅ, ]′¨╁┿ ぅ ╇ ╇[ぁ′»
02.50 》/《 «‶[╄╆╇╃╇¨»

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

〈′╄[｠»
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
15.05 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
17.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
18.55 ‶[ぅ╋¨╈ ぁ《╇[
20.00 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, 

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨[¨╂¨╈ ╋¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.00 》/《 «‶¨╁╄]〈を ′╄‶¨╂┿-

【╄′′¨╈ ╊〉′｠»
02.50 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.45 》/《 «]〈┿╉┿′ ╁¨╃｠», 1 

]╄[╇ぅ

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

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

╆′┿′╇╄» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.25 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨-

╁╄[╉┿» 
14.40 «╃┿╁┿╈〈╄ ╋╇[╇〈を]ぅ!» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╊╄]′╇╉» 
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
01.25 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
02.25 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉» 
03.25 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!» 
04.00 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╇╆ぅ】′┿ぅ ╅╇╆′を»
12.05 ╃¨╉〉╋╄′〈┿╊を′┿ぅ ╉┿╋╄[┿
12.45 ╃/] «╉┿[〈¨╂[┿《｠»
13.35 ╋¨╈ ぁ[╋╇〈┿╅
14.05 〈/]‶ ╋╄]を╄ ╊╄′〉┿[, ╉¨-

〈¨[｠╈...
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 ╆′┿╋╄′╇〈｠╄ 《¨[〈╄‶╇┿′-

′｠╄ ╉¨′『╄[〈｠
18.35 ╃/] «╉┿[〈¨╂[┿《｠»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╆┿╉[｠〈╇╄ 《╄]〈╇╁┿╊ぅ 

╋]〈╇]╊┿╁┿ [¨]〈[¨‶¨╁╇』┿
20.45 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
21.25 ACADEMIA
22.15 ┿‶¨╉[╇《
23.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╆╄[╉┿╊¨»
01.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.35, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.55 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
12.55 «]〈[┿′┿.RU»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15,  04.25 «]〈┿╊を′｠╄ ╉〉╊┿╉╇ 

¨╉╇′┿╁｠» 
14.45 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿» 
15.35 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
16.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
16.40 》/《 «╉¨[¨╊を ¨[〉╅╇ぅ»
18.25 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
18.45 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄]〈╁┿
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 «10 +» 
21.15 ╁¨╊╄╈╀¨╊. 1/4 《╇′┿╊┿
23.20 ╀¨╉]
00.00, 04.05 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 02.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
01.35, 04.55 TOP GEAR
02.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
05.55 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.50 》/《 «╁┿] ¨╅╇╃┿╄〈 ╂[┿╅╃┿′╉┿ 

′╇╉┿′¨[¨╁┿»
10.35 》/《 «]╇╊を′｠╄ ╃〉》¨╋»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]╇╊を′｠╄ ╃〉》¨╋». ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ╁]┱ [╄【〉 ]┿╋┿»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.10 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «〈[╄╁¨╅′｠╈ ̈ 〈‶〉]╉ ┿╃╁¨╉┿-

〈┿ ╊┿[╇′¨╈»
22.55 «‶¨╉¨[┱′′｠╈ ╉¨]╋¨]». 《╇╊を╋ 1-╈
00.20 》/《 «╂¨[ぅ』┿ぅ 〈¨』╉┿»
01.45 》/《 «【┿╂ ′┿╁]〈[╄』〉»
03.20 》/《 «ぁ〈¨ ′┿』╇′┿╊¨]を 〈┿╉...»
05.10 «╋〉╅]╉┿ぅ ╅╇╆′を»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.15 》/《 «ぁ╊╁╇′ ╇ ╀〉[〉′╃〉╉╇»
18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «ぁ╊╁╇′ ╇ ╀〉[〉′╃〉╉╇ - 2»
22.35 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╉╊┿]]»
02.50 》/《 «‶[╇╁╄〈 ] ‶¨╀╄[╄╅をぅ»
05.10 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.25 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.10 》/《 «╉┿[┿]╇»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «╊ぁ]]╇»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

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

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

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
9.30, 12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╋╄[╊╇′ ╇ ╉′╇╂┿ 

』〉╃¨╁╇】»
16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╅┿╃′¨]〈を»
00.00 «‶[╇╂¨╁¨[»
01.00 》/《 «′╇』╄╂¨ ]╄╀╄ ‶¨-

╄╆╃¨』╉┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00, 19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00, 23.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 》/《 «╋╇╊╊╇¨′╄[ ‶¨′╄-

╁¨╊╄»
22.50 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
23.20 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

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

╁╆[｠╁┿»
01.30 》/《 «╉┿╉╇╋╇ ╋｠ ╀｠╊╇»
03.50 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ̈ ╀ ╇]╉┿〈╄╊╄»
04.40 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «╂〉[╋ぁ»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 1 ]╄[╇ぅ
17.10 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. 

╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 2 ]╄[╇ぅ
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «DE FACTO»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 6 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 12.00, 02.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

05.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»

09.00, 00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]

10.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

11.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

11.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

12.30 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈/]

13.30 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»

14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿

14.15 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿»

15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»

15.15 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

15.30 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

16.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»

16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿». 〈/] ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

18.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

19.00 〈. ╋╇′′〉╊╊╇′. «╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!». ]‶╄╉〈┿╉╊を 

┿╊を╋╄〈を╄╁]╉¨╂¨ 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ 

╃[┿╋┿〈╇』╄]╉¨╂¨ 〈╄┿〈[┿. 』┿]〈を 2-ぅ

20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»

21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈»

22.00 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/]

00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»

01.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈

02.00 “′┿[¨╃ ╋¨╈...” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ ╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╅╄′]╉╇╄ ╋╄』〈｠ ¨ 

╃┿╊を′╇》 ]〈[┿′┿》»
22.30 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «╀╄╊｠╈ ╁¨[¨〈′╇』¨╉»
00.40 》/《 «╂╊┿╆┿ ╆╋╄╇»
02.40 》/《 «¨〈╉[¨╁╄′╇ぅ ぃ′¨╈ 

′╄╁╄]〈｠»
04.25 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

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

〈′╄[｠»
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
15.05 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
17.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
18.55 ‶[ぅ╋¨╈ ぁ《╇[
20.00 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, 

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨[¨╂¨╈ ╋¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.00 》/《 «╉╄′╂〉[〉 ╃╅╄╉‶¨〈»
02.50 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
03.40 》/《 «]〈┿╉┿′ ╁¨╃｠», 2 

]╄[╇ぅ

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

【╄]〈╁╇╄»
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!»
10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.25 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨-

╁╄[╉┿»
14.40 «╃┿╁┿╈〈╄ ╋╇[╇〈を]ぅ!»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «╊╄]′╇╉»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
01.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿»
02.00 《〉〈╀¨╊. «╀┿[]╄╊¨′┿» 

(╇]‶┿′╇ぅ) - «【┿》〈╄[» 
(〉╉[┿╇′┿)

04.15 «╊╇╂┿ 』╄╋‶╇¨′¨╁ 〉╄《┿. 
¨╀╆¨[»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╆╄[╉┿╊¨»
12.30 ╅╇╁¨╄ ╃╄[╄╁¨ [╄╋╄]╄╊
12.45 ╃/] «╉┿[〈¨╂[┿《｠»
13.35 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.05 》/《 «╉┿[〈╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ╋¨′¨╊¨╂ ╁ 4-》 』┿]〈ぅ》
17.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.50 ╆′┿╋╄′╇〈｠╄ 《¨[〈╄‶╇┿′-

′｠╄ ╉¨′『╄[〈｠
18.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.45 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
21.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.00 ‶┿[┿╃′｠╈ ‶¨[〈[╄〈 ╁╊┿]〈╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╄╃╇′¨╅╃｠ ]¨╊╂┿╁»
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ ╉╊╇╋╇′¨╈»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
10.35, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.55 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
12.45, 21.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.30 «[｠╀┿╊╉┿»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «〈┿╈′┿ ¨]〈[¨╁┿» 
14.45 》/《 «〉╀[┿〈を ╉┿[〈╄[┿»
16.40 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.20 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
18.25 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
18.40 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
19.10 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.40 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.05 ╃/《 «》╄╁╇╆»
22.15 》/《 «╉¨[¨╊を ¨[〉╅╇ぅ»
00.00, 03.10 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 01.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «╋╋╋ - ′¨╁｠╈ ╆┿》¨╃»
00.55, 04.55 TOP GEAR
02.05, 03.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
04.25 «〈┿╈′┿ ¨]〈[¨╁┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.50 》/《 «]╄[╃『╄ ╀を╄〈]ぅ ╁′¨╁を»
10.40 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]╋╄[【», 1 ╇ 2 ]╄[.
13.45 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ╁]┱ [╄【〉 ]┿╋┿»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.00 〈/] «┿╂¨′╇ぅ ]〈[┿》┿»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «¨]╄′′╇╈ ╁┿╊を]»
23.00 «‶¨╉¨[┱′′｠╈ ╉¨]╋¨]». 《╇╊を╋ 2-╈
00.30 》/《 «‶[¨[｠╁»
02.05 》/《 «╁┿] ¨╅╇╃┿╄〈 ╂[┿╅╃┿′╉┿ 

′╇╉┿′¨[¨╁┿»
03.50 》/《 «╁′╇╋┿′╇╄! ╁]╄╋ ‶¨]〈┿╋...»
05.20 «╆╁╄╆╃｠ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ ]‶¨[〈┿»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «ぁ╊╁╇′ ╇ ╀〉[〉′╃〉╉╇ - 2»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╊¨》╋┿〈｠╈ ‶┿‶┿»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╉╊┿]]»
02.55 》/《 «]╃╄╊┿′¨ ╁ ┿╋╄[╇╉╄»
05.05 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.15 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

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

]¨ ╋′¨╈?»
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «╆┿】╇〈′╇╉»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

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

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

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

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
9.30, 12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 〈[╇╊╊╄[ «′╇』╄╂¨ ]╄╀╄ 

‶¨╄╆╃¨』╉┿»
16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»
00.00 》/《 «[┿╆╁¨[¨〈»
02.25 «╁ 』┿] ‶╇╉»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00, 19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╀╄╆ 』〉╁]〈╁»
22.50 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
23.20 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
23.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 》/《 «]¨╁╄[【╄′]〈╁¨»
03.45 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ̈ ╀ ╇]╉┿〈╄╊╄»
0 4 . 3 5  〈 / ]  « ╉ [ ╄ ╋ ╊ ┱ ╁ ] ╉ ╇ ╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
05.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 02.10 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 02.20, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 

〉』┿]〈¨╉
6.55, 9.55, 10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 19.10 

‶¨╂¨╃┿
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. 
╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.10 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 2 ]╄[╇ぅ
17.10 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 3 ]╄[╇ぅ
23.35 ╋╇′╇-《〉〈╀¨╊. «]╇′┿[┿» - «╃╇′┿╋¨» 

(╋¨]╉╁┿)
01.25 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
01.55 «DE FACTO»
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』ひさくけきせ はおせ ぅておっ, けぉかぇょぇすっかの ょかうくくけゅけ 
あひしすおけゅけ たゃけしすぇ, くぇこけきうくぇのとっゅけ かけてぇょう-
くにえ, う しこせしおぇのとっえしは し ぉけおけゃ う ぉさのたぇ おけし-
きぇすけえ てっさしすう, けぉさぇいせのとっえ «のぉおせ», すけかぬおけ 
ゃけしっきぬ きっしはちっゃ. ]っさゅっえ ╄そうきけゃうつ こっさっおせ-
こうか っゅけ せ つっかはぉうくちっゃ, おけすけさにっ こさうけぉさっかう 
あうゃけすくけっ ょかは きっしすくけゅけ いけけこぇさおぇ. ′ぇいぇさけゃせ 
こけつっきせ-すけ くっ しけゃっしすくけ こっさっょ ぉけかぬてうきう う 
きぇかっくぬおうきう あうすっかはきう 』っかはぉうくしおぇ, けく せゃっ-
さっく: ぉにつおせ せ くっゅけ ゃ たけいはえしすゃっ ゅけさぇいょけ かせつ-
てっ, つっき ゃ おけきそけさすくけえ くっゃけかっ. 

– ]きけすさうすっ, しおけかぬおけ ょっゃけお せ ぅておう ぉせょっす: 
しかぇょおうえ ゅぇさっき. ┿ こけかは し しけつくけえ すさぇゃけえ, 
ゃけかぬくにえ ゃけいょせた, くっぉけ くぇょ ゅけかけゃけえ!  

╉けくっつくけ, ゅかぇゃぇ おさっしすぬはくしおけ-そっさきっさしおけゅけ 
たけいはえしすゃぇ «╁けいさけあょっくうっ» こけすさぇすうか 75 すに-
しはつ させぉかっえ くぇ はおぇ くっ うい しけかうょぇさくけしすう し ょゃう-
あっくうっき いけけいぇとうすに: せ くっゅけ こけはゃうかぇしぬ くけゃぇは, 
っとひ くうおっき ゃ けおさせゅっ くっ けこさけぉけゃぇくくぇは うょっは: 
しおさっしすうすぬ はおぇ し おけさけゃけえ. ╆ぇつっき?

〈┿╉┿ぅ ╉¨[¨╁┿ ′〉╅′┿  ]┿╋¨╋〉
′ぇいぇさけゃ – ぇゃぇくすのさうしす こけ くぇすせ-

さっ. ′っしおけかぬおけ かっす くぇいぇょ きに せあっ 
いくぇおけきうかう くぇてうた つうすぇすっかっえ し ╉《》 
«╁けいさけあょっくうっ», さぇしこけかけあっくくにき 
くぇ こかけとぇょおぇた ぉにゃてっえ ゃけうくしおけえ 
つぇしすう ゃ ╋けくっすくけき. 〈けゅょぇ ]っさゅっえ 
╄そうきけゃうつ きけゅ こけたゃぇしすぇすぬしは くっ 
すけかぬおけ すぇぉせくけき こさっおさぇしくにた かけ-
てぇょっえ, くけ う しすぇょけき おけさけゃ う ぉにおけゃ 
こけさけょに ╂っさっそけさょ. ╁にゃっょっくぇ けくぇ 
ぉにかぇ ゃ ┿くゅかうう, くけ せ くぇし こけつっきせ-すけ 
こさっょしすぇゃうすっかっえ ねすけえ こけさけょに うきっ-
くせのす ぇきっさうおぇくちぇきう. ′ぇゃっさくけっ, 
こけすけきせ つすけ いぇ けおっぇくけき けしけぉっくくけ 
こけかのぉうかう ゃにくけしかうゃにた, こさうしこけしけ-
ぉかっくくにた お さぇいかうつくにき こさうさけょくにき 
せしかけゃうはき あうゃけすくにた, おけすけさにた かっゅ-
おけ けすかうつうすぬ こけ ぉけつおけけぉさぇいくけきせ 
すひきくけ-おさぇしくけきせ すせかけゃうとせ, ぉっかけえ 
ゅけかけゃっ し けすおさけゃっくくけ おゃぇょさぇすくけえ 
きけさょけえ. 〈けゅょぇ きくっ こさうゅかはくせかしは 
しうきこぇすうつくにえ ぉにつけお しけ いかけゃっとっえ おかうつおけえ 
╀けさきぇく: けく さけょうかしは ゃ しけさけおぇゅさぇょせしくにえ 
きけさけい こけょ くけつくにきう いゃひいょぇきう ゃ はきっ, ゃにおけ-
こぇくくけえ きぇきけえ おけこにすぇきう, ぇ ょさせゅうっ おけさけゃに, 
しすぇゃ おさせゅけき, ょけ こさうたけょぇ かのょっえ すさけゅぇすっかぬくけ 
しけゅさっゃぇかう きぇかにてぇ しゃけうき ょにたぇくうっき. ╉けゅょぇ 
]っさゅっえ ╄そうきけゃうつ こけ すっかっそけくせ しけけぉとうか, つすけ 
╀けさきぇくぇ せあっ くっす, おぇお-すけ ゃいゅさせしすくせかけしぬ. ╉け-
くっつくけ, っゅけ ゃにさぇとうゃぇかう くぇ きはしけ, ぇ くっ ょかは 
こけおぇいぇ ゅけしすはき, こさうてかけ ゃさっきは – う しなっかう ぉにつ-
おぇ. ′け けおぇいぇかけしぬ, つすけ ╀けさきぇく あうゃ, っゅけ こさけ-
しすけ こけきっくはかう くぇ ょさせゅけゅけ しぇきちぇ ゃ けょくけき うい 
けさっくぉせさゅしおうた たけいはえしすゃ, つすけぉに おさけゃぬ ゃ しすぇょっ 
けぉくけゃうすぬ. ]すさぇくくけ, ぇ きくっ おぇいぇかけしぬ, つすけ うく-
ちっしす ゃ あうゃけすくけえ しさっょっ – ょっかけ けぉにつくけっ.

– ╁ すけき-すけ う ょっかけ, つすけ つっさっい くっしおけかぬおけ 
こけおけかっくうえ こけすけきしすゃけ さけょしすゃっくくにた けしけぉっえ 
つぇたくっす, こかけたけ さぇしすひす, しかけゃけき, けょくう せぉにすおう 
けす くっゅけ, – こさけしゃっとぇっす くぇし たけいはうく.

╇い しけけぉさぇあっくうえ せかせつてっくうは おぇつっしすゃぇ こけゅけ-
かけゃぬは, ぇ ゅかぇゃくけっ, っゅけ おけかうつっしすゃぇ ′ぇいぇさけゃ くっ-
しおけかぬおけ かっす くぇいぇょ しすぇか しおさっとうゃぇすぬ ゅっさっそけさ-
ょけゃ し くぇてっえ つひさくけ-こひしすさけえ こけさけょけえ おけさけゃ: 
こけ ちっくっ けくう, ゃ けすかうつうっ けす いぇきけさしおうた ぉせさひくけお 
いぇ 300 すにしはつ ちっかおけゃにた, ゃ つっすにさっ さぇいぇ ょってっゃ-
かっ, ぇ こけすけきしすゃけ こけかせつぇっすしは くっ たせあっ: たけさけてけ 
けすおぇさきかうゃぇっすしは う くぇゅせかうゃぇっすしは, ょぇひす ゃにしけ-
おけおぇつっしすゃっくくけっ きさぇきけさくけっ きはしけ. ┿ ゅかぇゃくけっ, 
ょっすおう-ゃにゅけくおう くっ ぉけはすしは, おぇお う ゅっさっそけさょに, 
たけかけょぇ: すっさこはす きけさけいに ょけ 50 ゅさぇょせしけゃ, うき くっ 
すさっぉせのすしは すひこかにっ そっさきに, けくう せきっのす, しかけゃくけ 
けかっくう, すっぉっくっゃぇすぬ おけさき うい-こけょ しくっゅぇ, せたけょはす 
くぇ ゃにこぇし せあっ  ゃ ぇこさっかっ う ゃけけぉとっ くっこさうたけす-
かうゃに ゃ せたけょっ. ╃かは くっさっくすぇぉっかぬくけゅけ こけ しせすう 
しゃけっえ しっかぬしおけゅけ たけいはえしすゃぇ すぇおうっ そぇおすけさに 
ゃっしぬきぇ ゃぇあくに: けすぇこかうゃぇすぬ こけきっとっくうは くっ 
くぇょけ, おさけきっ すけゅけ, ゅっさっそけさょに – きはしくぇは こけさけ-
ょぇ, こけ せすさぇき う ゃっつっさぇき おけさけゃ くっ ょけはす: すっかは-
すぇ ゃにしぇしにゃぇのす きけかけおけ. ]っくけ くぇ こけょゃけさぬっ, ぇ 
ょけこけかくうすっかぬくにえ おけさき – きせつおぇ う おぇておぇ – ゃ 
いょぇくうう こけょ おさにてっえ, ゅょっ きったぇくういぇちうう くっ ゃうょ-
くけ, いくぇつうす, ねかっおすさけねくっさゅうは くっ さぇしたけょせっすしは. 
╁こさけつっき, っひ くぇ ╋せさいうくおっ, ゃすけさけき けすょっかっくうう 
たけいはえしすゃぇ, ゃけゃしっ くっす: ょかは かのょしおうた くせあょ こけょ-
おかのつぇのす ぇゃすけくけきくにえ ゅっくっさぇすけさ, ぇ しおけすうくぇ 
あうゃひす こけ しけかくちせ. ╁ しぇきにえ あせすおうえ たけかけょ あう-
ゃけすくにっ しけゅさっゃぇのすしは けす こけょしすうかおう うい くぇゃけいぇ 
う いっさくけゃけえ てっかせたう: くぇゃけい そっさきっさ ゃにゃけいうす し 
こけょゃけさぬは さぇい ゃ ゅけょせ くぇ こけかは. ′ぇ おけかたけいくにた 
あっ そっさきぇた おぇあょけょくっゃくぇは きったぇくういうさけゃぇくくぇは 
せぉけさおぇ すけあっ すはくっす いぇ しけぉけえ こさうかうつくにっ さぇし-
たけょに.   

]おさっとっくくけっ けす ょゃせた こけさけょ こけすけきしすゃけ ゃに-
ゅかはょうす ゃっしぬきぇ いぇぉぇゃくけ: きけさょぇ ゃにすはくせすぇは, 

きぇしすぬ つひさくけ-ぉっかぇは, ぇ すっかけ おさせゅかけっ, くぇ ゅけかけ-
ゃっ さけゅぇ (ゅっさっそけさょに あっ ぉっいさけゅうっ). ╉けくっつくけ, 
くっ しきっしぬ ぉせかぬょけゅぇ し くけしけさけゅけき, くけ ゃしひ さぇゃくけ 
ゃくってくっ くっっしすっしすゃっくくけっ しけつっすぇくうっ. ¨ょくぇおけ 
ゃ 85-ゅけかけゃけき しすぇょっ ╉[] ぉさけょはす しけゃしっき きけかけ-
ょにっ, くぇ ゃうょ つうしすけおさけゃくにっ ゅっさっそけさょに: ′ぇいぇ-
さけゃ さぇしおけてっかうかしは う こさうおせこうか ぇきっさうおぇくちっゃ? 
¨おぇいにゃぇっすしは, ねすけ こけすけきおう こっさゃにた しおさっとっく-
くにた さぇいくけこけさけょくにた さけょうすっかっえ: ゃ すさっすぬっき-
つっすゃひさすけき こけおけかっくうう いぇきけさしおぇは おさけゃぬ ぉっ-
さひす ゃっさた, う こけかせつぇのすしは けこはすぬ ゅっさっそけさょに, 
ぉっいさけゅうっ う すひきくけ-おさぇしくにっ! ╃けぉうかしは-すぇおう 
そっさきっさ しゃけっゅけ, ぇ こけしかっ さってうか こさけょけかあうすぬ 
ねおしこっさうきっくす, くけ せあっ し はおけき. ╉ぇおうっ こけかせつぇす-
しは ょけつおう う しにくけつおう せ ぅておう し ╀ぇさあっえ, すさせょくけ 
しおぇいぇすぬ, くけ, しせょは こけ かうすっさぇすせさっ こけ しっかっおちうう 
あうゃけすくにた, ょけかあくに さけょうすぬしは ぉせさひくおう, こけ-
くぇせつくけきせ – たぇえくぇおう. 〉 ′ぇいぇさけゃぇ ねすけ ぉせょせす 
っとひ う きけさけいけせしすけえつうゃにっ, ゃにょっさあうゃぇのとうっ 
きうくせし 60 ゅさぇょせしけゃ けしけぉう. 』せょくっくぬおけ, すけかぬ-
おけ くっこけくはすくけ, おぇお ゃしひ あっ ぉせょっす ゃにゅかはょっすぬ 

すっかせておぇ: きけたくぇすぇは う し かけてぇょうくにき たゃけしすけき? 
′け あょぇすぬ けしすぇかけしぬ くっょけかゅけ: ぅておぇ くう くぇ きう-
くせすせ くっ けすたけょうす けす ぉっしこさっさにゃくけ あせのとっえ 
こけょさせゅう, う たけすは ょけきぇてくうっ はおう そかっゅきぇすうつ-
くに う しきうさくけゅけ くさぇゃぇ, くぇて きけかけょっち-せょぇかっち 
こさうぉかういうすぬしは お しっぉっ くっ こけいゃけかうか ょぇあっ くぇ 
くっしおけかぬおけ ょっしはすおけゃ きっすさけゃ う こさっょかけあっくくけっ 
こっつっくぬっ うゅくけさうさけゃぇか. ‶けいょくっっ, せしこけおけうゃ-
てうしぬ, せかひゅしは くぇ てっさしすはくせの «のぉおせ», しかけゃくけ 
くぇ きぇすさぇち, う しすぇか しきけすさっすぬ しくに け しゃけっえ ょぇ-
かひおけえ さけょうくっ – 〈うぉっすっ, おけすけさせの けく くうおけゅょぇ 
くっ ゃうょっか, くけ け おけすけさけえ こけつっきせ-すけ ゅさせしすうか. 

╊┿]╉¨╁┿ぅ ╊┿]╉┿
′ぇ はておうくに ゃにおぇぉかせつうゃぇくうは, ゃっさくっっ ゃに-

おけこにつうゃぇくうは, し ちぇさしおうき しこけおけえしすゃうっき ゅかは-
ょうす いぇすぇぉせくとうお ╉ぇゃおぇい – つっすにさひたかっすくうえ 
させししおうえ すはあっかけゃけい. ╁しっゅけ ゃ «╁けいさけあょっくうう» 
76 かけてぇょっえ, うい くうた すけかぬおけ ょゃぇ あっさっぉちぇ, う ゃ 
きぇさすっ さけょうかうしぬ ょゃぇ あっさっぉひくけつおぇ. ╃かは おけ-
くっえ くっ あういくぬ, ぇ きぇかうくぇ: ゅぇさっき せ おぇあょけゅけ 
いくぇすくにえ.

– ] こけかけあっくくにきう けぉはいぇくくけしすはきう しこさぇゃ-
かはのすしは ゃこけかくっ, – ゅけさょ いぇ しゃけうた こうすけきちっゃ 
]っさゅっえ ╄そうきけゃうつ. – ╁ しすぇょっ せあっ ぉっゅぇのす 
ょっすう ╉ぇゃおぇいちぇ. ]こさけし くぇ おけくうくせ ゃにしけお, すぇお 
つすけ ゃにゅけょくけ さぇいゃけょうすぬ かけてぇょっえ.

′け こけおぇ たけいはえしすゃけ しすぇゃうす しゃけっえ ちっかぬの くっ 
こさけういゃけょしすゃけ きはしぇ, ぇ せゃっかうつっくうっ こかっきっく-
くけゅけ しすぇょぇ. ‶けねすけきせ ぉけかぬてうくしすゃけ かけてぇょけお 
あうゃひす ゃけかぬくけえ あういくぬの, おぇすぇは ぉっさっいけゃつぇく 
– かのぉうすっかっえ ゃっさたけゃけえ っいょに – こけ こけかはき-
かせゅぇき, せつぇしすゃせは ゃ こさぇいょくうおぇた, ゅけさけょしおうた う 
こけしっかおけゃにた. 〉ゃうょっゃ ゅけしすっえ, ╉ぇゃおぇい くぇゃけし-
すさうか せてう, おぇお けおぇいぇかけしぬ, ぉっい たけいはうくぇ けく ぉに 
くぇし ゃけゃしっ くっ こけょこせしすうか お すぇぉせくせ: いぇとうとぇは 
っゅけ, けく いぇこさけしすけ いぇすけこつっす ょけ しきっさすう つせあぇ-
おぇ. 〈けかぬおけ こせかは きけあっす けしすぇくけゃうすぬ ゃけあぇおぇ, 
くけ けす つっかけゃっつっしおけえ こけょかけしすう けぉっさっゅぇのす 
あうゃけすくにた ょさせゅうっ かのょう: けたさぇくぇ たけいはえしすゃぇ 
くぇょひあくぇは. ′け おけゅょぇ きに くぇこさぇゃうかうしぬ こさけゃっ-
ょぇすぬ きけかけょせの きぇきけつおせ, さぇいさけょうゃてせのしは ょゃっ 
くっょっかう くぇいぇょ, ╉ぇゃおぇい きっすくせかしは いぇ くぇきう ゃ こけ-
きっとっくうっ, う すせす こさうてひか つっさひょ くぇき こさはすぇすぬしは 
いぇ おぇおうきう-すけ ぉけつおぇきう けす けいゃっさっゃてっゅけ こぇこぇ-
てう. ‶っさっゅけゃけさうゃ いゃけくおうき さあぇくうっき し あっくけえ, 
おけくぬ くっきくけゅけ せしこけおけうかしは, くけ ′ぇいぇさけゃ ょぇあっ 
くっ こけょせきぇか けすおさにすぬ ゃけさけすちぇ しすぇえおう, ゅょっ 
けぉうすぇのす おけぉにかぇ し きぇかにてけき: っしかう しっきっえしすゃけ 
ゃけししけっょうくうすしは, っゅけ ゅかぇゃぇ けぉはいぇく ぉせょっす いぇ-
とうすうすぬ あっさっぉひくおぇ けす かのょっえ. 

╁にぉさぇゃてうしぬ いぇ ういゅけさけょぬ, くぇ さぇししすけはくうう 
かのぉせっきしは すぇぉせくけき. 〉ょうゃうすっかぬくけ: ゅさうゃに う 
たゃけしすに せ ゃしった せたけあっくに, ぉっい さっこぬひゃ う こさけ-
つっゅけ しけさぇ. ′け ゃっょぬ ねすけ くっ ちうさおけゃにっ ぇさすう-
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¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ.1
しすに, くうおすけ うき ゃけかけしに くっ つってっす う こさうつひしおう 
くっ しけけさせあぇっす. ¨おぇいにゃぇっすしは, ゃしひ あっ つってせす う 
いぇこかっすぇのす おけしに. ╃せきぇっすっ, おすけ? ╊ぇしおう. ぁすう 
きぇかっくぬおうっ いゃっさぬおう ょさせあぇす し しぇゃさぇしおぇきう う 
けぉうたぇあうゃぇのす うた. ′ぇ いぇはゃかっくうっ, つすけ ねすけ こけ-
たけあっ ぉけかぬてっ くぇ しおぇいおせ, ]っさゅっえ ╄そうきけゃうつ 
ょぇあっ けぉうあぇっすしは: 

– ]ゃけうきう ゅかぇいぇきう ゃうょっか, おぇお かぇしおぇ しうょっかぇ 
う こっさっょくうきう かぇこおぇきう いぇこかっすぇかぇ おけしせ ╉ぇゃ-
おぇいちせ!

┿ おぇおけえ こさけお かぇしおっ ちうさせかぬくうつぇすぬ ゃ すぇぉせ-
くっ? ¨おぇいにゃぇっすしは, けくぇ しこうす くぇ しこうくぇた かけてぇ-
ょっえ: こさけしすけさくけ, ぇ, ゅかぇゃくけっ, すっこかけ.
╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊╊╇¨′╄[¨╋?

╆ぇ くっしおけかぬおけ かっす, つすけ きに くっ ゃうょっかうしぬ し 
′ぇいぇさけゃにき, ゃ あういくう っゅけ たけいはえしすゃぇ こさけう-
いけてかう くっきぇかにっ ういきっくっくうは. ̈ く ゃいはか ゃ ぇさっく-
ょせ くぇ 49 かっす 60 ゅっおすぇさけゃ こかけとぇょっえ しぇきけえ 
╋せさいうくおう う ぇさっくょけゃぇか 520 ゅっおすぇさけゃ ぉかうい-
かっあぇとうた こけかっえ, くぇ おけすけさにた しけぉうさぇっすしは 
ゃにさぇとうゃぇすぬ し ねすけゅけ しっいけくぇ くっ すけかぬおけ おぇさ-

すけておせ, くけ う おぇこせしすせ, けゅせさちに う 
こけきうょけさに. ╁ ぉにゃてっき こけしひかおっ 
すけさそけいぇゅけすけゃうすっかっえ けしすぇかうしぬ 
すさう さぇいゃぇかうゃてうたしは ょゃせたねすぇあ-
くにた ぉぇさぇおぇ, そっさきっさ くぇきっさっく 
うた ゃけししすぇくけゃうすぬ う こけしっかうすぬ ゃ 
くうた さぇぉけすくうおけゃ. ‶さぇゃょぇ, しっ-
ゅけょくは けく しこさぇゃかはっすしは し たけいはえ-
しすゃけき, おしすぇすう, しぇきにき おさせこくにき 
うい ょっしはすう いぇさっゅうしすさうさけゃぇくくにた 
くぇ すっささうすけさうう ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ╉《》, しゃけっえ 
しっきぬひえ う くっきくけゅけつうしかっくくにきう 
くぇひきくにきう こけきけとくうおぇきう. ′ぇ 
ぉにゃてっえ ゃけうくしおけえ こかけとぇょおっ 
けしすぇかけしぬ 190 ゅけかけゃ しゃうくっえ う 
25 きぇすけつくにた おけさけゃ, ぇ すぇおあっ 
おけさけゃうえ さけょょけき, ゃしは けしすぇかぬ-
くぇは あうゃくけしすぬ こっさっったぇかぇ ゃ 
╋せさいうくおせ. ′け ′ぇいぇさけゃせ う ねすうた 
こさけしすけさけゃ きぇかけ: けく しけぉうさぇ-

っすしは ゃいはすぬ ゃ ぇさっくょせ いっきかう ゃ ╋けかけょひあくけき 
ょかは しっくけおけしぇ う ゃにこぇしけゃ. ╉ いっきかっ う こさうさけょっ 
せ くっゅけ けつっくぬ ょけぉさけっ う けすゃっすしすゃっくくけっ けす-
くけてっくうっ: おけゅょぇ かっすけき こけかにたぇかう こけあぇさに ゃ 
かっしぇた  う くぇ すけさそけこけかはた, そっさきっさ, くっ いぇょせ-
きにゃぇはしぬ, ぉさけしうかしは すせてうすぬ けゅけくぬ ゃ «つせあけえ» 
╋けつぇかけゃおっ. 

╁ ╋せさいうくおせ ょけ こさうたけょぇ しのょぇ «╁けいさけあょっ-
くうは» こさけしすけ すぇお ぉにかけ くっ ょけぉさぇすぬしは: いぇぉさけ-
てっくくぇは せいおけおけかっえおぇ, ぇ ょけさけゅう おぇお すぇおけゃけえ 
くっす. ╉けゅょぇ せすけくせか ゃ はきっ ゃ ねすけえ ╀けゅけき いぇ-
ぉにすけえ しすけさけくっ くぇいぇさけゃしおうえ すさぇおすけさ 〈-150 
すぇお, つすけ けょくぇ すさせぉぇ けす くっゅけ かうてぬ すけさつぇかぇ う 
ょゃぇ かっしけゃけいぇ くっ きけゅかう ゃにすぇとうすぬ, けく さぇいけ-
いかうかしは う  さってうか いぇ しけぉしすゃっくくにっ ょっくぬゅう 
しょっかぇすぬ こさけっいょ. ╁かけあうか 2,5 きうかかうけくぇ させ-
ぉかっえ, くぇ ねすう ょっくぬゅう さぇいけぉさぇかう せいおけおけかっえ-
おせ, こけょくはかう ょけさけゅせ くぇ ょゃぇ きっすさぇ, いぇしにこぇかう 
ぉせすけき う とっぉくっき, こさけゃっかう けおぇくぇゃかうゃぇくうっ, う 
ゃけす せあっ きうかけ ょっかけ – っいょはす ょぇつくうおう,  ゅさうぉ-
くうおう う はゅけょくうおう こけ ょけぉさけすくけえ ゅさせくすけゃけえ 
ょけさけゅっ ゃ しすけさけくせ ╋せさいうくおう. 

╁ くけゃけき けすょっかっくうう ゃけいゃっかう しっくくうお, ぉぇくの, 
いぇかけあうかう ょけき ょかは しすけさけあっえ. ╉けくっつくけ, くぇ 
ゃしひ ょっくっゅ くっ たゃぇすぇっす, くけ ゃにさせつぇっす ゅけしせょぇさ-
しすゃけ: こけ こさけゅさぇききっ しけょっえしすゃうは さぇいゃうすうの 
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 
«╁けいさけあょっくうっ» こけかせつうかけ ゃ こさけてかけき ゅけょせ 
97 すにしはつ 800 させぉかっえ, つぇしすうつくけ こけおさにゃ うきう 
いぇすさぇすに くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ しっくくうおぇ. ╄とひ 
60 すにしはつ させぉかっえ きっしすくにえ ぉのょあっす こさっょけ-

しすぇゃうか くぇ こさうけぉさっすっくうっ しすさけえきぇすっさうぇかけゃ 
くぇ さっきけくす あうゃけすくけゃけょつっしおうた こけきっとっくうえ 
こけ ゅけさけょしおけえ こさけゅさぇききっ «]けいょぇくうっ せしかけ-
ゃうえ ょかは さぇしてうさっくうは さにくおぇ しっかぬしおけたけいはえ-
しすゃっくくけえ  こさけょせおちうう ゃ ╀╂¨». ‶け きくっくうの 
そっさきっさぇ, きせくうちうこぇかうすっす こさっょけしすぇゃかはっす 
くっょけさけゅせの いっきっかぬくせの ぇさっくょせ, こさぇゃょぇ, おけく-
すさけかぬ せ ゃかぇしすう あひしすおうえ, くけ けく くっ けぉうあぇっす-
しは: こさうゃにお お こけさはょおせ ゃけ ゃしひき. ┿ くっょぇゃくけ ]. 
′ぇいぇさけゃ こけかせつうか こけかけあうすっかぬくにえ けすゃっす うい 
きうくうしすっさしすゃぇ しっかぬしおけゅけ たけいはえしすゃぇ けぉかぇしすう 
くぇ こけかせつっくうっ おさっょうすぇ ゃ 40 きうかかうけくけゃ させ-
ぉかっえ くぇ こけおせこおせ すにしはつう ゅけかけゃ しおけすぇ: ゅけしせ-
ょぇさしすゃけ ょぇひす っきせ ゅぇさぇくすうう くぇ ゃけいきっとっくうっ 
こさけちっくすくけえ しすぇゃおう いぇえきぇ. ′せ, すっこっさぬ ′ぇいぇ-
さけゃ さぇいゃっさくひすしは ゃ こけかくせの しうかせ!

′け ぉっい こけょょっさあおう ぉかういおうた っきせ くっ けぉけえ-
すうしぬ. ╅っくっ, こさぇゃょぇ, たゃぇすぇっす たかけこけす ゃ こけょ-
しけぉくけき たけいはえしすゃっ, つすけ せ ′ぇいぇさけゃにた ゃ ゅけさけ-
ょっ, う くはくぬつぇくぬは し ゃくせつおけえ. ′け ゃけす くぇしすせこうす 
しっいけく, う ╉かぇゃょうは ╉せさぬはくけゃくぇ ゃしひ さぇゃくけ 
けすこさぇゃうすしは ゃ ╋せさいうくおせ. ╉ぇお いぇきっつぇっす きせあ, 
ょぇあっ っしかう くっ ゃけいぬきひす っひ し しけぉけえ ゃ きぇてうくせ, 
こさうっょっす くぇ ぇゃすけぉせしっ: あっくぇ ぉにゃてっゅけ ゃけっく-
くけゅけ こさうゃにおかぇ ぉにすぬ さはょけき し きせあっき: ぇ おすけ 
っゅけ ゃけゃさっきは こけおけさきうす, ゃにしかせてぇっす, せしこけおけ-
うす, しこさぇゃうすしは け しぇきけつせゃしすゃうう? ‶さぇゃょぇ, くぇ 
いょけさけゃぬっ くぇて ゅっさけえ くっ あぇかせっすしは, たけすぬ う 
しこうす こけ つっすにさっ-てっしすぬ つぇしけゃ ゃ しせすおう, ぉけかっっ 
すけゅけ, こかのひす くぇ ょゃぇ うくそぇさおすぇ, ゃさぇつう すぇお う 
しおぇいぇかう: ぉせょってぬ しうょっすぬ せ けおくぇ, いぇつぇたくってぬ, 
ぇ ぉっゅぇってぬ こけ こけかはき – う ぉっゅぇえ. 

〈ったくうおう ゃ たけいはえしすゃっ しっきぬ っょうくうち, くけ う 
させつくけゅけ すさせょぇ – ゃにてっ おさにてう. ‶けきけゅぇのす 
きかぇょてうえ ぉさぇす ╇ゅけさぬ う っゅけ あっくぇ ┿かひくぇ, 
ゃっすゃさぇつ こけ けぉさぇいけゃぇくうの. ╁にさけしてうっ ゃ ょっ-
さっゃくっ, つすけ ゃ ╉せさゅぇくしおけえ けぉかぇしすう, けくう ゃっょせす 
たけいはえしすゃけ, おぇお しぇきう こさういくぇのすしは, こけ くぇう-
すうの, くっ こけ-くぇせつくけきせ.

– ′っ いくぇの, つすけ すぇおけっ たうきうおぇすに, – おぇすっ-
ゅけさうつくけ ゃにしおぇいにゃぇっすしは ′ぇいぇさけゃ-しすぇさてうえ. 
– ╆ぇすけ せ きっくは おぇさすけておぇ くっ しうくっっす う きはしけ 
つうしすけっ, ぇ くっ ゅくうかけっ, おぇおけっ つぇしすけ ゃこぇさうゃぇ-
のす ゅけさけょしおうき かのょはき: きけは しおけすうくぇ さぇしすひす 
くぇ さぇいくけすさぇゃぬっ, ゃ つうしすけき こけかっ. 

╃っかはす たかけこけすに けすちぇ ゃしっ つっすゃっさけ っゅけ ょっ-
すっえ, くけ しっさょちっ お いっきかっ う あうゃけすくにき ぉけかぬてっ 
ゃしっゅけ かっあうす せ ╃ぇくううかぇ: 14-かっすくうえ こぇさっくぬ 
すけかぬおけ すぇお こぇてっす くぇ すさぇおすけさっ. ]ゃけの あういくぬ 
けく せあっ こけ-ゃいさけしかけきせ けこさっょっかうか: しくぇつぇかぇ 
]せゃけさけゃしおけっ せつうかうとっ, ぇ こけすけき しっかぬたけいぇ-
おぇょっきうは. ]かけゃけき, ぉせょっす おけきせ けしすぇゃうすぬ くぇ-
しかっょしすゃけ 52-かっすくっきせ そっさきっさせ. 

– ]っさゅっえ ╄そうきけゃうつ, いぇ ねすう ゅけょに ゃに 
ょけかあくに ぉにかう せあっ けいけかけすうすぬしは... 

– ╉せょぇ すぇき! – しきっひすしは くぇて しけぉっしっょくうお. 
– ╁ しっかぬしおけっ たけいはえしすゃけ, おぇお ゃ こさけこぇしすぬ, 
くぇょけ ゃおかぇょにゃぇすぬ う ゃおかぇょにゃぇすぬ, つすけぉに しけ 
ゃさっきっくっき こけかせつうすぬ ぉけかぬてせの こさうぉにかぬ. 
′っす, は くっ ぉっょしすゃせの, くけ きうかかうけくっさけき すぇお う 
くっ しすぇか. ¨ つひき きっつすぇの?  ¨ しっかぬたけいさにくおっ 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき, つすけぉに そっさきっさに, «うくょう-
ゃうょせぇかに», いぇくうきぇのとうっしは こさけういゃけょしすゃけき 
けゃけとっえ う きはしぇ, きけゅかう さっぇかういけゃにゃぇすぬ すぇき 
しゃけの こさけょせおちうの, うかう け きっしすっ こけょ しけぉ-
しすゃっくくにえ きぇゅぇいうく, おせょぇ ぉせょせす こさうゃけいうすぬ 
すけゃぇさ  う ょさせゅうっ ╉《》. ┿ すけ, つすけ たかけこけすくけっ 
ょっかけ いぇすっはか, くうつっゅけ くっ こけこうてってぬ: おすけ-すけ 
ょけかあっく おけさきうすぬ かのょっえ. ‶さうつひき, たけさけてうき 
きはしけき う ねおけかけゅうつっしおう つうしすけえ おぇさすけておけえ, 
ぇ くっ つせあうき, いぇきけさしおうき, くっういゃっしすくけ おぇおうき 
こさけょせおすけき. ′っ ょけかあくけ ぉにすぬ くぇき し ゃぇきう いぇ 
ょっさあぇゃせ けぉうょくけ.
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╇くゅさっょうっくすに: 
• 500 ゅ しかけひくけゅけ すっしすぇ
• 200 ゅ しゃうくうくに
• 350 ゅ こけきうょけさけゃ
• 200 ゅ かせおぇ
• 1 はえちけ     • しけかぬ, こっさっち

╇くゅさっょうっくすに: 
• せすおぇ (ゃっしけき けおけかけ 2 おゅ)
• 2 おゅ おぇこせしすに
• 400 ゅ こけきうょけさけゃ
• 1 しす.か. すきうくぇ
• 2-3 ゃっすけつおう さけいきぇさうくぇ 
   (こけ あっかぇくうの)
• 150 ゅ かせおぇ
• 150 ゅ きけさおけゃう
• しけかぬ, こっさっち
• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ

╃かは しけせしぇ:
• 500 ゅ ぉさせしくうおう
• 250 きか ゃけょに
• 2 しす.か. しぇたぇさぇ
• 2 しす.か. おさぇたきぇかぇ (ぉっい ゅけさおう)

╇くゅさっょうっくすに: 
• 500 ゅ そうかっ さにぉに 
(すうかぇこうは, こぇくゅぇしうせし,
  ゅけさぉせてぇ, しひきゅぇ う す.ょ.)
• 250 きか しかうゃけお 
   (10-20%)
• 150 ゅ しにさぇ 
   (こけかせすゃひさょけゅけ 
    うかう すゃひさょけゅけ)
• いっかっくぬ こけ ゃおせしせ
• しけかぬ 
• こっさっち

╇くゅさっょうっくすに: 
• 300 ゅ そうかっ しひきゅう うかう そけさっかう 
   (しゃっあっえ)
• 250 ゅ こけきうょけさけゃ つっささう
• 150 ゅ けゅせさちけゃ
• かうしすぬは いっかひくけゅけ しぇかぇすぇ

╃かは いぇこさぇゃおう:
• 4 しす.か. さぇしすうすっかぬくけゅけ きぇしかぇ
• 2 しす.か. しけっゃけゅけ しけせしぇ
• 4 しす.か. しけおぇ かぇえきぇ う かうきけくぇ
• 3 いせぉつうおぇ つっしくけおぇ
• 3 しす.か. おせくあせすぇ
• しけかぬ, こっさっち

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╁きっしすけ しひきゅう うかう そけさっかう きけあくけ こけこさけ-

ぉけゃぇすぬ うしこけかぬいけゃぇすぬ ゅけさぉせてせ. ╁きっしすけ しゃっ-
あっえ さにぉに きけあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ きぇかけしけかぬ-
くせの (いぇこっおぇすぬ っひ, おけくっつくけ あっ, くっ くぇょけ).
╇い せおぇいぇくくけゅけ おけかうつっしすゃぇ うくゅさっょうっくすけゃ 
こけかせつぇっすしは しっきぬ-ゃけしっきぬ こけさちうえ. 

]ひきゅせ こけかけあうすぬ ゃ そけさきせ ょかは いぇこっおぇくうは. 
′っきくけゅけ こけしけかうすぬ, こけこっさつうすぬ. ‶けしすぇゃうすぬ ゃ 
さぇいけゅさっすせの ょけ 180 ゅさぇょせしけゃ ょせたけゃおせ.  ╆ぇこっ-
おぇすぬ ゃ すっつっくうっ 15-20 きうくせす. ¨つっくぬ ゃぇあくけ くっ 
こっさっしせてうすぬ さにぉせ. ╉ぇお すけかぬおけ そうかっ くぇつくひす 
しゃっすかっすぬ – こさけゃっさぬすっ さにぉせ くぇ ゅけすけゃくけしすぬ.

╂けすけゃけっ そうかっ けしすせょうすぬ う さぇいけぉさぇすぬ くぇ 
くっぉけかぬてうっ おせしけつおう. ‶けきうょけさに つっささう さぇい-
さっいぇすぬ くぇ ょゃっ-つっすにさっ つぇしすう, けぉにつくにっ こけ-
きうょけさに くぇさっいぇすぬ くっぉけかぬてうきう おせぉうおぇきう. 
¨ゅせさっち くぇさっいぇすぬ くっぉけかぬてうきう おせしけつおぇきう. 

]ょっかぇすぬ いぇこさぇゃおせ: しきってぇすぬ きぇしかけ, しけせし, 
しけお, おせくあせす. ╃けぉぇゃうすぬ こさけこせとっくくにえ つっさっい 
つっしくけおけょぇゃおせ つっしくけお, こけしけかうすぬ, こけこっさつうすぬ. 
╆っかひくにえ しぇかぇす こけさゃぇすぬ させおぇきう. ╃けぉぇゃうすぬ 
さにぉせ, こけきうょけさに, けゅせさちに. ╃けぉぇゃうすぬ いぇこさぇゃ-
おせ, こっさっきってぇすぬ.

ÓÒÊÀ Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
╊せお う こけきうょけさに くぇさっいぇすぬ おせぉう-

おぇきう. ╋けさおけゃぬ くぇすっさっすぬ くぇ しさっょくっえ 
すひさおっ.

╉ぇこせしすせ きっかおけ くぇおさけてうすぬ (ゃ おけき-
ぉぇえくっ うかう ゃさせつくせの). 〉すおせ くぇさっいぇすぬ 
くっぉけかぬてうきう おせしけつおぇきう (ゃっしぬ あうさ 
あっかぇすっかぬくけ せょぇかうすぬ). ╁ おぇいぇくっ (うかう おぇ-
しすさのかっ) くぇ さぇしすうすっかぬくけき きぇしかっ けぉあぇさうすぬ 
かせお. ╃けぉぇゃうすぬ きけさおけゃぬ, くっきくけゅけ けぉあぇさうすぬ. 
╃けぉぇゃうすぬ せすおせ, しかっゅおぇ けぉあぇさうすぬ. ╃けぉぇゃうすぬ 
こけきうょけさに, こっさっきってぇすぬ, くっきくけゅけ こけしけかうすぬ, 
こけこっさつうすぬ, くぇおさにすぬ おさにておけえ. 〈せてうすぬ くぇ くっ-
ぉけかぬてけき けゅくっ けおけかけ 30 きうくせす. ╃けぉぇゃうすぬ おぇ-
こせしすせ. ]かっょけき ょけぉぇゃうすぬ すきうく, こっさっきってぇすぬ, 
くぇおさにすぬ おさにておけえ. 〈せてうすぬ くぇ くっぉけかぬてけき 
けゅくっ けおけかけ 45 きうくせす. ‶け あっかぇくうの, いぇ 15 きう-
くせす ょけ ゅけすけゃくけしすう きけあくけ ょけぉぇゃうすぬ ゃっすけつおう 
さけいきぇさうくぇ.

╂けすけゃうき しけせし. ╁ おぇしすさのかぬおせ こけかけあうすぬ 
ぉさせしくうおせ, ょけぉぇゃうすぬ ゃけょせ う しぇたぇさ, ゃぇさうすぬ 

こはすぬ-しっきぬ きうくせす. ╉さぇたきぇか さぇいきってぇすぬ ゃ 50 きか 
たけかけょくけえ ゃけょに. ╃けぉぇゃうすぬ お ぉさせしくうおっ, ょけゃっ-
しすう ょけ おうこっくうは う しさぇいせ せぉさぇすぬ し けゅくは. ‶っさっ-
きってぇすぬ ゃ ぉかっくょっさっ, こけょぇすぬ お きはしせ し おぇこせしすけえ.

╀かのょけ こけかせつぇっすしは けつっくぬ しにす-
くにき, けしけぉっくくけ こけくさぇゃうすしは きせあつうくぇき.
╇くゅさっょうっくすに せおぇいぇくに くぇ ぉけかぬてけえ おぇいぇく 
(けぉなひきけき 7 か), こけさちうえ こけかせつぇっすしは きくけゅけ, 
けおけかけ 15 うかう ぉけかぬてっ. ╄しかう ゃに ゅけすけゃうすっ くぇ 
くっぉけかぬてけっ おけかうつっしすゃけ かのょっえ, うくゅさっょうっくすに 
きけあくけ しきっかけ せきっくぬてうすぬ ゃ ょゃぇ うかう すさう さぇいぇ. 
]けせし うょっぇかぬくけ こけょたけょうす お きはしせ! ╁きっしすけ ぉさせし-
くうおう きけあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ おかのおゃせ, くけ すけゅょぇ 
くぇょけ ょけぉぇゃうすぬ つせすぬ ぉけかぬてっ しぇたぇさぇ ゃ しけせし.

ÏÈÐÎÆÊÈ 
Ñ ÌßÑÎÌ È 
ÏÎÌÈÄÎÐÀÌÈ 

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╊せお くぇさっいぇすぬ おけかぬちぇきう. ‶けきうょけさに くぇさっいぇすぬ おさせあけつおぇきう. ╋はしけ くぇさっいぇすぬ おせしけつおぇきう ょうぇ-

きっすさけき 5-6 しき, しかっゅおぇ けすぉうすぬ. 〈っしすけ さぇしおぇすぇすぬ すけかとうくけえ 3-4 きき, くぇさっいぇすぬ こさはきけせゅけかぬくうおう. 
′ぇ すっしすけ ゃにかけあうすぬ きはしけ, こけしけかうすぬ, こけこっさつうすぬ. ′ぇ きはしけ ゃにかけあうすぬ かせお, くぇ くっゅけ – おさせあけお こけ-
きうょけさおう. 

¨すょっかうすぬ ぉっかけお けす あっかすおぇ.  ╀っかおけき しきぇいぇすぬ おさぇっておう すっしすぇ. ]かっこうすぬ こうさけあけお. ‶さけすうゃっくぬ 
しきぇいぇすぬ さぇしすうすっかぬくにき きぇしかけき うかう いぇしすっかうすぬ ぉせきぇゅけえ ょかは ゃにこっつおう, ゃにかけあうすぬ こうさけあおう.  
‶けしすぇゃうすぬ ゃ さぇいけゅさっすせの ょけ 180 ゅさぇょせしけゃ ょせたけゃおせ. ╁にこっおぇすぬ ゃ すっつっくうっ 35-40 きうくせす.

ÐÛÁÀ 
Â ÑÛÐÍÎ-ÑËÈÂÎ×ÍÎÌ ÑÎÓÑÅ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
[にぉせ くぇさっいぇすぬ くっぉけかぬてうきう おせしけつおぇきう. ╆っかっくぬ きっかおけ こけおさけてうすぬ. ]にさ くぇすっさっすぬ くぇ しさっょ-

くっえ すひさおっ. ]きってぇすぬ しかうゃおう, しにさ, いっかっくぬ. [にぉせ ゃにかけあうすぬ ゃ そけさきせ ょかは いぇこっおぇくうは. ‶け-
しけかうすぬ, こけこっさつうすぬ. ╆ぇかうすぬ しかうゃけつくけ-しにさくにき しけせしけき. ‶けしすぇゃうすぬ ゃ ょせたけゃおせ. ╆ぇこっおぇすぬ こさう 
すっきこっさぇすせさっ 180 ゅさぇょせしけゃ ゃ すっつっくうっ 35-40 きうくせす.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ
• ╄しかう いっかっくぬ こさうゃはかぇ, こけしすぇゃぬすっ っひ ゃ しすぇおぇく し ゃけょけえ, こさっょゃぇさうすっかぬくけ ょけぉぇゃうゃ ゃ くっひ せおしせし.
• 』すけぉに くっ こけさすうすぬ ゃっしぬ かうきけく, ぇ ゃいはすぬ し くっゅけ くっきくけゅけ しけおぇ, こさけおけかうすっ っゅけ しこうちっえ うかう
   すけかしすけえ うゅかけえ う ゃにょぇゃうすっ くっけぉたけょうきけっ おけかうつっしすゃけ しけおぇ.
• ╂さっちおうっ けさったう こさうけぉさっすぇのす こさうはすくにえ ゃおせし かっしくけゅけ けさったぇ, っしかう うた ょけ せこけすさっぉかっくうは
   しかっゅおぇ こさけおぇかうすぬ ゃ ょせたけゃけき ておぇそせ.
• ]ゃっあうえ たかっぉ かっゅおけ くぇさっいぇすぬ くぇ すけくおうっ かけきすうおう, っしかう くけあ けこせしすうすぬ くぇ けょくせ-ょゃっ 
   きうくせすに ゃ おうこはすけお.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба»
информирует юридические и частные лица

с 22 марта 2011 года 
предприятие ООО «АДС»

начинает проведение плановых 
подготовительных работ 

к новому отопительному сезону.

◊ Квалифицированный и опытный персонал;

◊ монтаж в здании или помещении, указанном 

заказчиком, пломбировка, ввод в эксплуатацию 

приборов учета ХВС и ГВС, электроэнергии;

◊ регулировка любых сантехнических приборов.

Мы освободим вас от обязанностей поиска, оформления, со-

гласования документов на установку приборов расхода и учета 

систем ХВС, ГВС и электроэнергии.

Мы поможем сэкономить ваши денежные средства и время.

Вы получите гарантированные обязательства исправной рабо-

ты установленных приборов сроком на 1 год.

Творческий подход к каждому клиенту позволит выполнить ра-

боты в удобное для Вас время.

Оплата за выполненные работы производится через кассу 

предприятия ООО «ЖКХ-Холдинг».

Заявки принимаются с 8 до 17 часов в рабочие дни по адресу: 

г. Березовский, ул. Ленина, 65, тел. (34369) 48-480
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старый холодильник,стиральную машину, 
плиты, ванны, трубы и т.д. 
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БЕСПЛАТНО
вывезем и вынесем

(343) 361-15-10
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Метизная компания (г. Березовский)
в честь открытия Нового склада готовой продукции

представляет вечеринку в стиле рок
с участием рок-группы «Жесткач» и Романа Сергеевича.

В концерте также принимает участие 

рок-группа из г. Берёзовский – «Репортаж»
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8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
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]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

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
しこせすくうおけゃけえ ぇくすっくくに

ぉっい ぇぉけくっくすしおけえ こかぇすに
[╄╋¨′〈 うきこけさすくにた
すっかっゃういけさけゃ くぇ ょけきせ

8-906-80-49-158, 4-50-00
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╉〉‶╄-‶[¨╄╉〈
- ておぇそに-おせこっ
- きっあおけきくぇすくにっ ょゃっさう
- くぇすはあくにっ こけすけかおう

╉けさけすおうっ しさけおう, けすかうつ-
くけっ おぇつっしすゃけ, くっこさう-
かうつくけ くういおうっ ちっくに.

〈っか. 8-953-603-15-07.
┿ょさっし: せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7

ÎÊÍÀ
 • ずだがぐごご
• ゐんずとだぞぼ

• でぎざぱ-がゑぎづご

Ü¿. とíë¿í ぜíë¡ïí, 10 (öñëëóöÜëó　 ゐぜがと).
 (34369) 4-36-02, (343) 213-14-04, 8-950-209-58-67
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8-800-1000-600 www.skbbank.ru

ジ┇┗┌┇┄ ┑┏〞┑┚ ┌┇ ┉ ┖┄┋┒
ヅ 11 ┋〞┏┑〞 2011 │┍┃〞 ヅザヮ-─〞┌┉ ┍┑┋┄┌┇┊ ┉┍┋┇┐┐┇┇ ┎┍ ┌〞┇─┍┊┄┄ ┎┍┎┒┊┞┏┌┍┈ ┎┏┍│┏〞┋┋┄ 

┎┍┑┏┄─┇┑┄┊┛┐┉┇└ ┉┏┄┃┇┑┍━. ゼ〞 ├┑┍┑ ┗〞│ ┉┏┄┃┇┑┌〞┞ ┍┏│〞┌┇┆〞┕┇┞ ┎┍┗┊〞 ┌┄ ┐┊┒┖〞┈┌┍. 
ゾ┑┋┄┌〞 ┉┍┋┇┐┐┇┈ ┎┍ ┉┏┄┃┇┑〞┋ – ┞━┊┄┌┇┄ ┃┊┞ ─〞┌┉┍━┐┉┍┈ ┐┇┐┑┄┋┚ ┌┍━┍┄. ダ┍┉〞 ┑┍┊┛-
┉┍ ┐〞┋┚┄ ┉┏┒┎┌┚┄ ┓┄┃┄┏〞┊┛┌┚┄ ─〞┌┉┇ ┐┃┄┊〞┊┇ ├┑┍. ド ┌┄┉┍┑┍┏┚└ ┒┖〞┐┑┌┇┉┍━ ┏┚┌┉〞 ━ 
┉┍┋┇┐┐┇┞└ ┃┍ ┐┇└ ┎┍┏ ┆〞┊┍┅┄┌〞 ┆┌〞┖┇┑┄┊┛┌〞┞ ┖〞┐┑┛ ┐┑┍┇┋┍┐┑┇ ┉┏┄┃┇┑〞. デ〞┉, ━ ┏┄┉┊〞┋┄ 
┃┄┉┊〞┏┇┏┒┄┑┐┞ ┍┃┌〞 ┎┏┍┕┄┌┑┌〞┞ ┐┑〞━┉〞 (┉〞┉ ┎┏〞━┇┊┍, ┌┄━┄┏┍┞┑┌┍ ┌┇┆┉〞┞), 〞 ━┋┄┐┑┄ ┐ 
┉┍┋┇┐┐┇┞┋┇ ┇ ┄┃┇┌┍━┏┄┋┄┌┌┚┋┇ ┐─┍┏〞┋┇ ┇┑┍│┍━〞┞ ┐┑┍┇┋┍┐┑┛ ┉┏┄┃┇┑〞 ┒ ┑〞┉┇└ ─〞┌┉┍━ 
┎┍┊┒┖〞┄┑┐┞ ─┍┊┄┄ ━┚┐┍┉〞┞. ザ ┑┍┋┒ ┅┄, ━┍┆┌┇┉〞┄┑ ┎┒┑〞┌┇┕〞 ┃┊┞ ┆〞┄┋┘┇┉┍━ – ┖┄┊┍━┄┉┒, 
┌┄ ┇┋┄┝┘┄│┍ ┐┎┄┕┇〞┊┛┌┍│┍ ┍─┏〞┆┍━〞┌┇┞, ┎┍┏┍┈ ┐┊┍┅┌┍ ┏〞┆┍─┏〞┑┛┐┞ ┇ ┎┍┌┞┑┛ ┆〞┏〞┌┄┄, 
┐┉┍┊┛┉┍ ┍┌ ━ ┏┄┆┒┊┛┑〞┑┄ ┃┍┊┅┄┌ ─┒┃┄┑ ━┚┎┊〞┑┇┑┛ ─〞┌┉┒. 

ゾ┑┋┄┌〞 ┉┍┋┇┐┐┇┈ ┎┍ ┉┏┄┃┇┑〞┋ ┌┄ ┑┍┊┛┉┍ ┎┍┆━┍┊┇┑ ┐├┉┍┌┍┋┇┑┛, ┌┍ ┇ ┍─┄┐┎┄┖┇┑ ┎┍┊┌┒┝ 
┎┏┍┆┏〞┖┌┍┐┑┛ ┏〞┐└┍┃┍━ ┆〞┄┋┘┇┉〞. デ┄┎┄┏┛, ┍┓┍┏┋┊┞┞ ━ ヅザヮ-─〞┌┉┄ ┉┏┄┃┇┑, ━┚ ┋┍┅┄┑┄ 
─┚┑┛ ┑┍┖┌┍ ┒━┄┏┄┌┚, ┖┑┍ ┍─┍┆┌〞┖┄┌┌〞┞ ┎┏┍┕┄┌┑┌〞┞ ┐┑〞━┉〞 – ┍┉┍┌┖〞┑┄┊┛┌〞. カ ├┑┍┋ ━┚ ┋┍-
┅┄┑┄ ┒─┄┃┇┑┛┐┞ ┐〞┋┇, ┎┍┊┒┖┇━ ┒ ┐┎┄┕┇〞┊┇┐┑〞 ─〞┌┉〞 ┎┍┋┄┐┞┖┌┚┈ ┏〞┐┖┄┑ ┐━┍┇└ ─┒┃┒┘┇└ 
┎┊〞┑┄┅┄┈. 

ヴ┄┌┛│┇ ─┚┐┑┏┍ ┇ ┎┏┍┐┑┍ 

ヴ┊┞ ─┚┐┑┏┍│┍ ┇ ┎┏┍┐┑┍│┍ ┎┍┊┒┖┄┌┇┞ ┉┏┄┃┇┑〞 ヅザヮ-─〞┌┉ ┎┏┄┃┐┑〞━┇┊ ┌┍━┚┈ ┎┏┍┃┒┉┑: 
┉┏┄┃┇┑ «ゼ〞 ━┐┟ ┎┏┍ ━┐┟». ポ┑┍ ┌〞┐┑┍┞┘〞┞ ┏┄━┍┊┝┕┇┞ ┌〞 ┏┚┌┉┄ ┎┍┑┏┄─┇┑┄┊┛┐┉┍│┍ ┉┏┄┃┇-
┑┍━〞┌┇┞ – ┑┄┎┄┏┛ ┆┌〞┖┇┑┄┊┛┌┒┝ ┐┒┋┋┒ ┋┍┅┌┍ ┎┍┊┒┖┇┑┛ ━ ┉┏〞┑┖〞┈┗┇┄ ┐┏┍┉┇ ─┄┆ ┆〞┊┍│〞, 
┎┍┏┒┖┇┑┄┊┄┈ ┇ ┐┎┏〞━┉┇ ┍ ┃┍└┍┃〞└!

ド┐┊┍━┇┞ ┉┏┄┃┇┑〞 ┖┏┄┆━┚┖〞┈┌┍ 〞┉┑┒〞┊┛┌┚ ━ ┐┄│┍┃┌┞┗┌┇└ ┒┐┊┍━┇┞└: ┎┍┐┊┄ ┉┏┇┆┇┐〞 ┐┎┏┍┐ 
┌〞 ┉┏┄┃┇┑┚ ┐ ┎┍┏┒┖┇┑┄┊┞┋┇ ┑〞┉ ┇ ┌┄ ━┍┐┐┑〞┌┍━┇┊┐┞ – ┋〞┊┍ ┉┑┍ └┍┖┄┑ ┌┄┐┑┇ ┍┑━┄┑┐┑━┄┌-
┌┍┐┑┛ ┆〞 ┖┒┅┇┄ ┃┄┌┛│┇.  カ┍┆┌┇┉〞┄┑ ┋┌┍│┍ ┐┊┍┅┌┍┐┑┄┈ ┇ ┐ ┆〞┊┍│┍┋. ズ┌┍│┇┄ ─〞┌┉┇ ┎┏┄┃┍-
┐┑〞━┊┞┝┑ ┉┏┄┃┇┑ ┎┍┃ ┆〞┊┍│ 〞━┑┍┑┏〞┌┐┎┍┏┑┌┍│┍ ┐┏┄┃┐┑━〞, ┌┍ │┍┐┒┃〞┏┐┑━┄┌┌┍┈ ┏┄│┇┐┑┏〞-
┕┇┇ ├┑┍│┍ ━┇┃〞 ┆〞┊┍│〞 ┎┍-┎┏┄┅┌┄┋┒ ┌┄ ┐┒┘┄┐┑━┒┄┑. ゲ ┒┅ ┐┍━┐┄┋ ─┄┐┎┍┊┄┆┌┍┈ ─┒┋〞┅┉┍┈ 
┐┑〞┊〞 ┐┎┏〞━┉〞 ┍ ┃┍└┍┃〞└ ┎┍┑┄┌┕┇〞┊┛┌┍│┍ ┆〞┄┋┘┇┉〞: ┐┍━┏┄┋┄┌┌┚┄ ─〞┌┉┍━┐┉┇┄ ┑┄└┌┍┊┍-
│┇┇ ┎┍┆━┍┊┞┝┑ ┍┕┄┌┇┑┛ ┎┊〞┑┄┅┄┐┎┍┐┍─┌┍┐┑┛ ┉┊┇┄┌┑〞 ─┄┆ ┃┍┎┍┊┌┇┑┄┊┛┌┚└ ┃┍┉┒┋┄┌┑┍━. 

ケ┎┇├┌┈ ┊┐┅┄┈┒ – ┍┅ ┎┒┊┋─┄┛│─┉ ┆┈┇┍├ ┍─ ┇─│┒┐─!
ヂ┎ ┑┒─┒┈┑┒┈┊┅, ━┎┋├┘┅ ┏┎┋┎│┈┍┛ ─│┒┎┌┎━┈┋┅┉ │ ヅ┎┑┑┈┈ ┏┎┊┓┏─┅┒┑┟ ┏┐┈ ┏┎┌┎┙┈ ┊┐┅┄┈┒┎│. ヂ┎┗┒┈ ┑┒┎┋├ ┆┅ ┗─┑┒┎ 

┊┐┅┄┈┒┛ ━┅┐┓┒ ┄┋┟ ┒┎┃┎, ┗┒┎━┛ ┑┄┅┋─┒├ │ ┊│─┐┒┈┐┅ ┐┅┌┎┍┒ ┈┋┈ ┏┐┈┎━┐┅┑┒┈ ┍┎│┓┞ ━┛┒┎│┓┞ ┒┅┕┍┈┊┓. 
デ ┍─┑┒┓┏┋┅┍┈┅┌ │┅┑┍┛ │ ┑┒─┒├┅ ┐─┑┕┎┄┎│ ┓ ━┎┋├┘┈┍┑┒│─ ┑┅┌┅┉ ┏┎┟│┋┟┅┒┑┟ ┎┒┏┓┑┊. 

ヴ┏┒┆┛┞ ━┐┄│┃〞 ┎┍┋┍│┒┑
カ〞┋ ┐┏┍┖┌┍ ┌┒┅┌〞 ┉┏┒┎┌〞┞ ┐┒┋┋〞 ┃┄┌┄│, ┌┍ ━┚ ┌┄ ┆┌〞┄┑┄, │┃┄ ━┆┞┑┛? ヅ┎┄┕┇〞┊┛┌┍ ┃┊┞ 

━〞┐ ヅザヮ-─〞┌┉ ┎┏┄┃┐┑〞━┊┞┄┑ «ザ┏┄┃┇┑ ┃┏┒│┒», ┉┍┑┍┏┚┈ ┋┍┅┌┍ ┎┍┊┒┖┇┑┛ ┎┍┃ ┎┍┏┒┖┇┑┄┊┛-
┐┑━┍ ┏┍┃┐┑━┄┌┌┇┉┍━ ┇┊┇ ┉┍┋┎〞┌┛┍┌┍━. カ┍┆┋┍┅┄┌ ┇ ┆〞┊┍│ 〞━┑┍┑┏〞┌┐┎┍┏┑〞. カ┚┃〞┄┑┐┞ ┑〞┉┍┈ 
┉┏┄┃┇┑ ┌〞 ┃┊┇┑┄┊┛┌┚┈ ┐┏┍┉, 〞 ┄│┍ ┋〞┉┐┇┋〞┊┛┌〞┞ ┐┒┋┋〞 ┌┄ ┍│┏〞┌┇┖┄┌〞, ┍┌〞 ┆〞━┇┐┇┑ 
┑┍┊┛┉┍ ┍┑ ┎┊〞┑┄┅┄┐┎┍┐┍─┌┍┐┑┇ ┆〞┄┋┘┇┉〞. ダ┍┐┉┍┊┛┉┒ ━┚┃〞━〞┄┋〞┞ ┐┒┋┋〞 ┌┄┋〞┊〞┞, ┐┏┍┉ 
┏〞┐┐┋┍┑┏┄┌┇┞ ┆〞┞━┉┇ ┌┄┐┉┍┊┛┉┍ ┒┃┊┇┌┇┑┐┞, ┍┃┌〞┉┍ ┌┄ ┎┏┄━┚┐┇┑ ┑┏┄└ ┃┌┄┈. 

ヅ┎┄┕┇〞┊┛┌┚┄ ┒┐┊┍━┇┞ – ┃┊┞ ┐━┍┇└
«ザ┏┄┃┇┑ ┃┊┞ ┐━┍┇└» ┐┎┄┕┇〞┊┛┌┍ ┎┏┄┃┌〞┆┌〞┖┄┌ ┃┊┞ ┑┄└, ┉┑┍ ┎┍┊┒┖〞┄┑ ┆〞┏〞─┍┑┌┒┝ ┎┊〞┑┒ 

┌〞 ┉〞┏┑┚ ヅザヮ-─〞┌┉〞. カ ┎┊〞┑┄┅┄┐┎┍┐┍─┌┍┐┑┇ ┑〞┉┇└ ┉┊┇┄┌┑┍━ ─〞┌┉ ┒━┄┏┄┌, ┎┍├┑┍┋┒ ┃┊┞ 
┍┓┍┏┋┊┄┌┇┞ «ザ┏┄┃┇┑〞 ┃┊┞ ┐━┍┇└»  ┌┄ ┑┏┄─┒┄┑┐┞ ┌┇ ┆〞┊┍│〞, ┌┇ ┎┍┏┒┖┇┑┄┊┄┈. ザ┏┍┋┄ ┑┍│┍, 
┋〞┉┐┇┋〞┊┛┌〞┞ ┐┒┋┋〞 ├┑┍│┍ ━┇┃〞 ┉┏┄┃┇┑〞 ─┚┊〞 ┌┄┃〞━┌┍ ┒━┄┊┇┖┄┌〞. ガ┐┊┇ ━┚ ┏┄┗┇┑┄ ┎┍-
│〞┐┇┑┛ ┉┏┄┃┇┑ ┃┍┐┏┍┖┌┍, ━┚ ┐┋┍┅┄┑┄ ┐┃┄┊〞┑┛ ├┑┍ ─┄┆ ┉┍┋┇┐┐┇┈ ┇┊┇ ┗┑┏〞┓┌┚└ ┐〞┌┉┕┇┈. 
ピ┑┍─┚ ┍┓┍┏┋┇┑┛ ┑〞┉┍┈ ┉┏┄┃┇┑, ┌┒┅┌┍ ┎┏┍┐┑┍ ┎┏┇┈┑┇ ━ ─┊┇┅〞┈┗┇┈ ┍┓┇┐ ヅザヮ-─〞┌┉〞 ┐ ┎〞-
┐┎┍┏┑┍┋ ┇ ┃┄┈┐┑━┒┝┘┄┈ ┆〞┏┎┊〞┑┌┍┈ ┉〞┏┑┍┈ Visa. ヅ┎┄┕┇〞┊┇┐┑┚ ─〞┌┉〞 ┎┏┇┋┒┑ ━〞┗┒ ┆〞┞━┉┒, 
┍┌〞 ─┒┃┄┑ ┍┎┄┏〞┑┇━┌┍ ┏〞┐┐┋┍┑┏┄┌〞, ┇ ━┐┉┍┏┄ ━┚ ┒┅┄ ┐┋┍┅┄┑┄ ━┍┐┎┍┊┛┆┍━〞┑┛┐┞ ┆〞┖┇┐┊┄┌-
┌┚┋┇ ┌〞 ━〞┗ ┐┖┄┑ ┃┄┌┛│〞┋┇, ┍┑┎┏〞━┇━┗┇┐┛ ┑┄┋ ━┏┄┋┄┌┄┋, ┉ ┎┏┇┋┄┏┒, ━ 〞━┑┍┐〞┊┍┌ ┇┊┇ ━ 
┑┒┏┓┇┏┋┒.

ヴ┍ ┖┄│┍ ┃┍┗┄┊ ┎┏┍│┏┄┐┐
ヴ┊┞ ┑┍│┍ ┖┑┍─┚ ┍┆┌〞┉┍┋┇┑┛┐┞ ┐ ┎┍┃┏┍─┌┚┋┇ ┒┐┊┍━┇┞┋┇ ┉┏┄┃┇┑┍━〞┌┇┞, ┌┄┍─┞┆〞┑┄┊┛-

┌┍ ┇┃┑┇ ━ ─〞┌┉┍━┐┉┇┈ ┍┓┇┐. ヅザヮ-─〞┌┉ ┍┖┄┌┛ ┎┍┃┏┍─┌┍ ┐┍┍─┘〞┄┑ ┍─ ┒┐┊┍━┇┞└ ┐━┍┇└ 
┉┏┄┃┇┑┍━ ┌〞 ┐〞┈┑┄ ━ ┐┄┑┇ ゲ┌┑┄┏┌┄┑. ヱ ┃┊┞ ┑┄└, ┉┑┍ ┌┄ ┎┏┇━┚┉ ┎┍┊┛┆┍━〞┑┛┐┞ «┋┇┏┍━┍┈ 
┎〞┒┑┇┌┍┈», ┒┃┍─┌┚┋ ┏┄┗┄┌┇┄┋ ┐┑〞┌┄┑ ┆━┍┌┍┉ ━ ┉┏┒│┊┍┐┒┑┍┖┌┚┈ ザ┍┌┑〞┉┑-┕┄┌┑┏ ─〞┌┉〞 
8-800-1000-600. グ━┍┌┍┉ ┌〞 ├┑┍┑ ┌┍┋┄┏ – ─┄┐┎┊〞┑┌┚┈ ┐ ┊┝─┍│┍ ┑┄┊┄┓┍┌┌┍│┍ 〞┎┎〞┏〞┑〞,  ┌〞-
└┍┃┞┘┄│┍┐┞ ┌〞 ┑┄┏┏┇┑┍┏┇┇ ヂ┍┐┐┇┇. ザ┐┑〞┑┇, ┎┍ ├┑┍┋┒ ┑┄┊┄┓┍┌┒ ┋┍┅┌┍ ┍┓┍┏┋┇┑┛ ┇ ┆〞┞━┉┒ 
┌〞 ┉┏┄┃┇┑.

╂っくっさぇかぬくぇは かうちっくいうは わ705 『╀ [《

Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. とëíïÖ▲ê ゎñëÜñç, 4, ¡Üëä. 1
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31 ìàðòà
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35,10

ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ
8-912-69-99-918

8-952-72-83-868

8-912-04-58-928

[╄
╉╊

┿╋
┿

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 2000 ë., 1000 ë.
╋〉╉┿, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç, ç/ï - 950 ë., 480 ë.
¨╉¨[¨』╉┿, 15 ¡Ç - 1400 ë. 
]¨╊を - 400 ë.

╃けしすぇゃおぇ ぉっしこかぇすくけ
8-912-20-48-356 

4-47-29 [╄╉╊┿╋┿

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ – おけくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさ-
ゅけちゃっすきっす» ╉けつおぇさひゃ ╇かぬは ┿くょさっっゃうつ (╇′′ 665401259597, こけつすけゃにえ 
ぇょさっし: 620000, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, こけつすぇきす, ぇ/は 106; すっか.: 8-92214-88573; 
ay_kia@mail.ru) こさけゃけょうす 11.05.11 ゅ. ゃ 11 つ. きっしすくけゅけ ゃさっきっくう 
こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇこぇょくぇは 
‶さけきいけくぇ, 16, すけさゅう ゃ そけさきっ ぇせおちうけくぇ, けすおさにすけゅけ こけ しけしすぇゃせ せつぇしす-
くうおけゃ う こけ そけさきっ こけょぇつう こさっょかけあっくうは け ちっくっ (ょぇかっっ – 〈けさゅう).

‶さっょきっす すけさゅけゃ: うきせとっしすゃけ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす», ゃにしすぇゃかは-
っきけっ くぇ すけさゅう ゃ しけしすぇゃっ しかっょせのとうた かけすけゃ (ょぇかっっ すぇおあっ - ╇きせとっしすゃけ):

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

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

╆ぇょぇすけお ょけかあっく ぉにすぬ こっさっつうしかっく くぇ けしくけゃぇくうう ょけゅけゃけさぇ け いぇょぇすおっ 
う こけしすせこうすぬ くぇ さ/し ょけかあくうおぇ わ 40702810100060001800 ゃ ╀ぇくお «′╄╈-
╁┿» ¨¨¨, お/し わ 30101810800000000774, ╀╇╉ 046515774 くっ こけいょくっっ 
15 つ. 10.05.11 ゅ.

‶さうっき いぇはゃけお けしせとっしすゃかはっすしは し 04.04.11 ゅ. こけ 10.05.11 ゅ. ゃ さぇ-
ぉけつうっ ょくう し 9 つ. ょけ 17 つ. くっこけしさっょしすゃっくくけ こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは 
けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16 こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ 
いぇこうしう. ‶けょぇつぇ いぇはゃけお うくにき しこけしけぉけき (こけつすけゃにき けすこさぇゃかっくうっき, こけ-
しさっょしすゃけき そぇおしうきうかぬくけえ しゃはいう う す.こ.) くっ ょけこせしおぇっすしは. ‶さっょかけあっくうは 
け ちっくっ いぇはゃかはのすしは ゃ たけょっ こさけゃっょっくうは 〈けさゅけゃ.

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

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

[っいせかぬすぇすに 〈けさゅけゃ こけょゃけょはすしは 11.05.11 ゅ. ゃ 13 つ. こけ きっしすせ こさけ-
ゃっょっくうは. ‶けぉっょうすっかっき 〈けさゅけゃ こさういくぇっすしは せつぇしすくうお, こさっょかけあうゃてうえ ゃ 
たけょっ 〈けさゅけゃ くぇうぉけかっっ ゃにしけおせの ちっくせ, おけすけさぇは ぉにかぇ くぇいゃぇくぇ けさゅぇくういぇ-
すけさけき 〈けさゅけゃ こけしかっょくっえ.

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

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

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

¨いくぇおけきうすぬしは し たぇさぇおすっさうしすうおぇきう こさっょきっすぇ すけさゅけゃ う こけかせつうすぬ ょけ-
こけかくうすっかぬくせの うくそけさきぇちうの きけあくけ こけ きっしすせ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ こけ 
こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇこうしう う こけ すっか.: 

8-92214-88573, (34369) 4-61-40. 

¹ ëîòà Íàèìåíîâàíèå
Íà÷àëüíàÿ öåíà 
ïðîäàæè ëîòà, 

ðóá., ñ ÍÄÑ
 1 Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ÀÏÐ-403(á/ó) 61 655

2 Ïðåîáðàçîâàòåëü ÷àñòîòû òèðèñòîðíûé ÒÏ×Ò-250 338 365

3 Ñèñòåìà õèìâîäîî÷èñòêè è âîäîïîäãîòîâêè äëÿ êîòåëüíîé 143 861

4
Âåêñåëü ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ» 

(íà ñóììó 300 000 ðóá.)
110 908

5
Âåêñåëü ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ» 

(íà ñóììó 500 000 ðóá.)
184 847

6
Âåêñåëü ÇÀÎ «Ìàãíèòîãîðñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ êîìïàíèÿ» 

íà ñóììó 500 000 ðóá.)
184 847

7 Âíóòðèïëîùàäî÷íûå ñåòè âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè 315 875

8 Âðàùàòåëü ñâàðî÷íûé ðîëèêîâûé Ì61071 30 160

9 Âðàùàòåëü ñâàðî÷íûé óíèâåðñàëüíûé Ì11060À 22 178

10 Ãîðèçîíòàëüíàÿ ëåíòîîáðåçíàÿ ìàøèíà OL 340/690 DQH 91 986

11 Êîíòåéíåð ÏÎ8.255.00 82 391

12 Êðàíîâàÿ ýñòàêàäà (îòêðûòàÿ) 79 143

13 Ìàøèíà òåðìè÷åñêîé ðåçêè ñ ×ÏÓ NUMAREEX NXB ãàçîðåçàòåëüíàÿ 172 200

14
Ìàøèíà òåðìè÷åñêîé ðåçêè ñ ×ÏÓ NUMAREEX NXB äëÿ ïëàçìåííîé 

ðåçêè
230 000

15 ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÀß ÃÀÇÎÂÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 269 840

16 ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÍÑÎËÜÍÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ 6Ò13-61 47 520

17 ÑÒÀÍÎÊ ÔÐÅÇÅÐÍÎ-ÊÎÍÑÎËÜÍÛÉ 47 120

18 Ñòåíäîâûå ïëèòû (ìîíòàæíûå) 49 525

19 ×óãóííàÿ ïëèòà 3õ3 0,3 96 906

[╄╉╊┿╋┿

[╄╉╊┿╋┿

╉けくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» ╉けつおぇさひゃ 
╇かぬは ┿くょさっっゃうつ しけけぉとぇっす け こさけょぇあっ こけ ょけゅけゃけさぇき おせこかう-こさけょぇあう, 
いぇおかのつぇっきにき ぉっい こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ, うきせとっしすゃぇ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけち-
ゃっすきっす»: ぇゃすけすったくうおう, しすぇくおけゃ, きぇてうく う けぉけさせょけゃぇくうは, けさゅすったくうおう, 
すけゃぇさくけ-きぇすっさうぇかぬくにた ちっくくけしすっえ, ゅけすけゃけえ こさけょせおちうう う ょさ.

‶さけょぇあぇ うきせとっしすゃぇ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» けしせとっしすゃかはっすしは し 
こけしかっょけゃぇすっかぬくにき しくうあっくうっき くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけょぇあう.

¨いくぇおけきうすぬしは し たぇさぇおすっさうしすうおぇきう こさけょぇゃぇっきけゅけ うきせとっしすゃぇ, せいくぇすぬ 
ちっくせ こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ, ょっえしすゃせのとせの ゃ しけけすゃっすしすゃせのとうえ こっさうけょ 
ゃさっきっくう, う こけかせつうすぬ ょけこけかくうすっかぬくせの うくそけさきぇちうの きけあくけ こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉けきうくすっさくぇ, 16, けそ. 204 こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇ-
こうしう, こけしさっょしすゃけき ねかっおすさけくくけえ しゃはいう: 

e-mail: ay_kia@mail.ru, ぇ すぇおあっ 
こけ すっか.: (343) 356-51-26, (34369) 4-61-36, 4-61-42. [╄
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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

Òåïëè@û
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 ì

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014
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╊╄』╄′╇╄:
• ごïäÜÇí  • づÜ¢ó

• でÇ¿í£í  • ゎë▲¢ó
• でÜöë　ïñÖó　 

ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ½Ü£Çí ó Ñë.

Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 301
(ÖíäëÜöóç ë▲Ö¡í).

づñ¢ó½ ëíßÜö▲: çö., ôö., ïÜß. 
ï 13:00 ÑÜ 17:00

8-950-20-98-866

┺╉〈』》 
┱╉』》╄╈′｠′〉〈〈ぇ‒ 
┰╉』〉╈〉╆ ┯╉を╉〈′ょ
]くはすうっ すはゅう お ぇかおけゅけかの
きっすけょけき おけょうさけゃぇくうは

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

{ ぁおしおかのいうゃくにっ 
おけゃぇくにっ ういょっかうは:
* ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ
* ちゃっすに

{ ╊っしすくうちに, こっさうかぇ 
{ ╆ぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848
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‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• けぉさっいくぇは ょけしおぇ -

けす 3000 させぉ.
• くっけぉさっいくぇは ょけしおぇ - 

けす 1500 させぉ. 
• ぉさせし • ぉさせしけお

• ゅけさぉにかぬ • しさっいおぇ
• ゃぇゅけくおぇ 

• こけかけゃぇは ょけしおぇ
8-919-37-41-219
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]╁╄[╃╊¨╁]╉╇╈ ¨╀╊┿]〈′¨╈ 《¨′╃ 
╁╄〈╄[┿′¨╁ ¨[╂┿′¨╁ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇

620014, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╅せおけゃぇ, 13, けそ. 405
¨すつっす け さぇしたけょけゃぇくうう ょっくっあくにた しさっょしすゃ いぇ 2010 ゅ.

′ぇこさぇゃかっくうは う さぇいきっさ さぇしたけょけゃぇくうは ょっくっあくにた しさっょしすゃ しけけすゃっす-
しすゃせのす 〉しすぇゃくにき ちっかはき 《けくょぇ う しけゅかぇしけゃぇくに 

し ‶けこっつうすっかぬしおうき ]けゃっすけき. [╄╉╊┿╋┿

Âèä ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
Ñóììà 

òûñ. ðóá.

1. Ñîöèàëüíàÿ è ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âåòåðàíàì 365

2. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå âñòðå÷ ñ âåòåðàíàìè, ïðèîáðåòåíèå 
ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè, áëàãîòâîðèòåëüíûõ áèëåòîâ

126

3. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå îáùåñòâåííî-ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì âåòåðàíîâ

49

4. Ïðèîáðåòåíèå ñïåö. òåõíèêè äëÿ ìåä. îáñëóæèâàíèÿ âåòåðàíîâ 1822

5. Ïðèîáðåòåíèå ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè 47

6. Ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ 128

′うとうた ╊.【. こさうくけしうす ういゃうくっくうは ╋ぇすゃっっゃけえ ¨.╇.

Äîðî>èå 
áåðåçîâAàíå!

『った こけ さっきけくすせ けぉせゃう
¨¨¨ «╊うくぇ-しっさゃうし»

äëóÖó½íñö £í¡í£▲ Öí ëñ½ÜÖö 
çïñê çóÑÜç ÜßÜçó, ó£ÇÜöÜç¿ñÖóñ 

âÜöÜÜçí¿Üç Öí äí½　öÖó¡ó.
〉 くぇし すぇおあっ きけあくけ 

こさうけぉさっしすう:
• ゃっくおう
• ゅさけぉに
• こぇきはすくうおう きっすぇかかうつっしおうっ
• おさっしすに ょっさっゃはくくにっ
• かっくすに, おけしにくおう, てぇさそうおう 
すさぇせさくにっ, こかぇすけつおう くけしけゃにっ

¨ぉさぇとぇえすっしぬ こけ ぇょさっしせ: 
せか. 【うかけゃしおぇは, 20┿,

っあっょくっゃくけ ぉっい ゃにたけょくにた
し 9-00 ょけ 19-00,

すっか. 4-89-85
[╄╉╊┿╋┿



31 ìàðòà
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‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
05.30 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00, 00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈/]
13.30 «╀╄╆ ╂[╇╋┿». «╁╊ぃ╀╊╄′┿ ′┿ ╁]ぃ ╅╇╆′を… 

′┿╅╇╀┿ ╇》]┿′¨╁┿» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15  «‶〉〈を»
14.30  《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿»
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 

〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «【╉¨╊┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.00 «〈┿〈-MUSIC»
16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿». 〈/] ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
20.30 «〈┿〈┿[╊┿[» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/] 
00.00 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
01.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
02.00 “‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
02.30 «╉╇〈┿‶» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ ╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╅╄′]╉╇╄ ╋╄』〈｠ ¨ 

╃┿╊を′╇》 ]〈[┿′┿》»
22.30 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.40 》/《 «]╁ぅ〈¨【┿»
02.50 》/《 «╀╄╂╊｠╈ ¨╂¨′を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈′╄[｠»
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
15.05 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨╃¨╊-

╅╄′╇╄»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
17.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨[¨╃-

′｠》 ╃╄╁╇『»
18.55 ‶[ぅ╋¨╈ ぁ《╇[
20.00 ╁╄]〈╇
2 0 . 5 0  ] ‶ ¨ ╉ ¨ ╈ ′ ¨ ╈  ′ ¨ 』 ╇ , 

╋┿╊｠【╇!
21 .00  〈 /]  «╃¨[¨╂¨╈ ╋¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.00 》/《 «‶[╇′『 ╇ ぅ - 3: ╋╄╃¨-

╁｠╈ ╋╄]ぅ『»
03.00 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
04.05 ╂¨[¨╃¨╉
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.25 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨-

╁╄[╉┿» 
14.40 «╃┿╁┿╈〈╄ ╋╇[╇〈を]ぅ!» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.40 〈/] «╊╄]′╇╉» 
21.45 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
23.50 〈/] «┿╃╁¨╉┿〈» 
00.50 《〉〈╀¨╊. «‶¨[〈〉» (‶¨[-

〈〉╂┿╊╇ぅ) - «]‶┿[〈┿╉» 
([¨]]╇ぅ) 

03.05 «╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠ 〉╄《┿. 
¨╀╆¨[» 

03.30 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╄╃╇′¨╅╃｠ ]¨╊╂┿╁»
12.15 ╊╄〈¨ ╂¨]‶¨╃′╄
12.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
13.35 〈[╄〈をぅ╉¨╁╉┿ - ╃┿[ ╀╄]『╄′′｠╈!
14.05 》/《 «╉┿[〈╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ╋¨′¨╊¨╂ ╁ 4-》 』┿]〈ぅ》
17.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 ╆′┿╋╄′╇〈｠╄ 《¨[〈╄‶╇┿′′｠╄ 

╉¨′『╄[〈｠
18.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ ‶ぅ〈′┿
20.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.00 ‶┿[┿╃′｠╈ ‶¨[〈[╄〈 ╁╊┿]〈╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «〈╄╋┿»
01.25 ╃/《 «╃¨╋ ╇]╉〉]]〈╁»
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.55 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
6.25 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ╃/《 «》╄╁╇╆»
10.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 03.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
11.45 》/《 «╁¨]》¨╃ 』╄[′¨╈ ╊〉′｠»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «╃〉【┿ ]┿╋〉[┿ぅ» 
14.40 》/《 «╉[┿》» 
16.35 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.45 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
18.05 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
19.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 ╁¨╊╄╈╀¨╊. «╆┿[╄』を╄-¨╃╇′『¨╁¨» 

- «╃╇′┿╋¨» (╉┿╆┿′を)
22.45 ╀¨╉]
00.00, 03.20 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 02.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «[╄╈〈╇′╂»
01.05 TOP G┱RL 
02.15 «′┿〉╉┿ 2.0»
04.40 «╃〉【┿ ]┿╋〉[┿ぅ»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.00 》/《 «ぁ〈¨ ′┿』╇′┿╊¨]を 〈┿╉...»
10.55 «╆╁┱╆╃｠ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ ]‶¨[〈┿»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]╋╄[【», 3 ╇ 4 ]╄[.
13.45 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ╁]┱ [╄【〉 ]┿╋┿»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.00 〈/] «┿╂¨′╇ぅ ]〈[┿》┿»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «¨╉′┿»
22.45, 00.15 «‶¨╉¨[┱′′｠╈ ╉¨]╋¨]», 

《╇╊を╋ 3 ╇ 4
01.00 》/《 «╂╊┿╃╇┿〈¨[ ‶¨ ′┿╈╋〉»
02.40 》/《 «〈[╄╁¨╅′｠╈ ̈ 〈‶〉]╉ ┿╃╁¨╉┿-

〈┿ ╊┿[╇′¨╈»
04.30 ╃/《 «╀〉╋╄[┿′╂»
05.20 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.55 》/《 «╊¨》╋┿〈｠╈ ‶┿‶┿»
18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30, 20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ 

‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
21.00 》/《 «〉╊╄〈′｠╈ 〈[┿′]-

‶¨[〈»
22.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╉╊┿]]»
02.25 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
02.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
04.20 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.20 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.10 》/《 «‶¨╊╄〈 ‶〈╇『｠», 1 ╇ 

2 ]╄[╇╇
16.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «╃¨[¨╂┿»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╉¨[-

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

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

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

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
9.30, 12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
13.50 》/《 «[┿╆╁¨[¨〈»
16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇〈¨-

[╇╇»
00.00 〈/] «]‶┿[〈┿╉: ╉[¨╁を ╇ 

‶╄]¨╉»
02.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00, 19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «[╄┿╊を′｠╄ ╉┿-

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

′╄╈». ╊〉』【╄╄
23.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 》/《 «〈┱╋′｠╈ ╂¨[¨╃»
03.25 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ̈ ╀ ╇]╉┿〈╄╊╄»
0 4 . 1 5  〈 / ]  « ╉ [ ╄ ╋ ╊ ┱ ╁ ] ╉ ╇ ╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
05.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 02.10 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. 
╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.10 «[╄╆¨′┿′]»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 ╃/《 «]╄╉[╄〈｠ ]╄╋を╇ 〉╊をぅ′¨╁｠》»
15.05 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
15.25, 01.55 «DE FACTO»
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 3 ]╄[╇ぅ
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.10, 02.20, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃/《 «]╄[╂╄╈ ╄]╄′╇′. ′¨』を ╁ «┿′-

╂╊╄〈╄[»
20.00, 23.00, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 4 ]╄[╇ぅ
23.35 《〉〈╀¨╊. «〉[┿╊» - «』╄[′¨╋¨[╄『»
01.25 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 8 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
5.00 «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»

5.20 «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

05.50 «‶ぅ〈′╇』′┿ぅ ‶[¨‶¨╁╄╃を» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»

09.00, 01.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]

10.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

11.00 «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

11.30, 20.30, 01.50 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

12.00 «【┿╂╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

12.30 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈/]

13.30 «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»

13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»

14.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿

14.15 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!»

14.40 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿»

15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»

15.15, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

15.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

15.40 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»

15.55 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿». 〈/] ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈

16.45, 18.30, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

18.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

19.00 «╁╄』╄[¨╋ ╁ ‶ぅ〈′╇『〉». ╉¨′『╄[〈

22.00 «╀┿╂[¨╁｠╄ [╄╉╇-2». 》/《

23.45 «〈′╁: 〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ′¨』′¨╂¨ ╁╄】┿′╇ぅ»

02.30 «′┿]〈┿╁′╇╉»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ ╉¨╊を『¨»
16.50 «╅╃╇ ╋╄′ぅ»
18.20 «‶¨╊╄ 』〉╃╄]»
19.10 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 «╃¨ [╄: ╇╂¨[を ′╇╉¨╊┿╄╁»
23.40 》/《 «〈ぃ╊を‶┿′»
02.50 》/《 «╂[¨╋¨╁¨╄ ]╄[╃『╄»
05.05 〈/] «]╄[╃『╄ ┿《[╇╉╇»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
11.50 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
12.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
14.00 ╁╄]〈╇
14.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.50 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
15.05 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
16.00 ╁╄]〈╇
16.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
16.50 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
17.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, 

╋┿╊｠【╇!
21.00 《┿╉〈¨[ ┿
22.30 ぃ[╋┿╊┿
00.15 》/《 «¨╃╇′¨』╉┿»
02.30 》/《 «]╇[¨〈｠»

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 «╇]〈¨[╇ぅ ╁]╄[¨]]╇╈]╉¨-

╂¨ ̈ ╀╋┿′┿. ╁｠》¨╃ ╄]〈を!» 
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

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

′¨╄ ╃╄╊¨» 
15.30, 18.30, 20.30 «』[╄╆╁｠』┿╈-

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...» 
20.55 «╁┿′╂┿ ╁¨╆╁[┿】┿╄〈]ぅ! 

]╄╉[╄〈′｠╈ ┿[》╇╁ ‶[¨-
[╇『┿〈╄╊を′╇『｠» 

22.05 «′〈╁【′╇╉╇» 
23.10 «]〈[┿′′｠╈ ‶¨╊»
00.20 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂» 
01.45 》/《 «╁ ‶[¨╊╄〈╄» 
04.00 «╃¨ ]〉╃┿» 
05.00 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «〈╄╋┿»
12.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.35 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.05 》/《 «╉┿[〈╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ╉〈¨ ╋｠? «ぁ╊╇〈┿: 《〉′╃┿╋╄′〈 

╇ ╃╇′┿╋╇〈 [〉]]╉¨╈ ╁╊┿]〈╇»
17.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.50 ╀╇╊╄〈 ╁ ╀¨╊を【¨╈
18.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.50 〈/] «╁╄╉ ╋¨‶┿]]┿′┿. ‶¨╁╄]〈╇ 

╇ [┿]]╉┿╆｠ XIX ]〈¨╊╄〈╇ぅ»
21.50 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
22.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.00 ‶┿[┿╃′｠╈ ‶¨[〈[╄〈 ╁╊┿]〈╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.10 ′¨』を ╁ ╋〉╆╄╄
01.55 «《¨′¨╂[┿《-]╇╋《¨-╃╅┿╆»
02.45 ╃/《 «‶¨╊を ╂¨╂╄′»

5.05 TOP GEAR
6.10 «[╄╈〈╇′╂»
6.40 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
7.55, 11.55 《¨[╋〉╊┿-1
9.45 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
10.15 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
10.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.50 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
11.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【! 
13.45 ╁╄]〈╇.RU
14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.15 «[╄╈〈╇′╂»
14.50 》/《 «╁¨]》¨╃ 』╄[′¨╈ ╊〉′｠»
16.45 TOP G┱RL
17.40 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
18.15 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 《╇′┿╊ 
21.15 ╋┿╊╄′を╉┿ぅ 〈╄╊╄╋╇]] 
21.30 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
2 2 . 0 0  « ╆ ╃ ¨ [ ¨ ╁ を ╄  ]  〈 ┿ 〈 を ぅ ′ ¨ ╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
22.30 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
23.00 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
23.15 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ╂╇╋′┿]〈╇╉┿
01.10, 04.20 ╁╄]〈╇.RU
01.40, 04.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
02.05 ╀¨╉]
03.05, 04.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.45 》/《 «╁]╄ ‶[¨〈╇╁ ̈ ╃′¨╂¨»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]〉╁╄′╇[ ╃╊ぅ ‶[¨-

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

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╉╊┿]]»
9.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.25 》/《 «〉╊╄〈′｠╈ 〈[┿′]-

‶¨[〈»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 ′┿【┿ RUSSIA
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
03.00 》/《 «′╄ ╂¨╁¨[╇〈╄ ╋┿╋╄, 

』〈¨ ′ぅ′ぅ ]╃¨》╊┿»
05.10 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.20 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.10 》/《 «╉┿′╇╉〉╊｠ ╊ぃ╀╁╇»
16.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ╅┿╃′¨]〈╇»
21.00 》/《 «╇╃╄┿╊を′┿ぅ ╅╄′┿»
23.00, 02.50 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.20 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «〈┿╉〈╇』╄]╉¨╄ ′┿-

‶┿╃╄′╇╄»
02.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

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

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
9.30, 12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ 

╁｠╆¨╁»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 〈/] «‶[¨╁╇′『╇┿╊｠»
16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
16.45 〈/] «‶[¨╁╇′『╇┿╊｠». 

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

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

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00, 19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.30 〈╄╊╄╁╇╆╇¨′′｠╈ 《╇╊を╋ 

«‶¨╊¨]┿〈¨╄ ]』┿]〈を╄»
11.30 «╄[┿╊┿【»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «╂[¨╋¨╀¨╈»
22.45 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
23.30 『╄[╄╋¨′╇ぅ ╁[〉』╄′╇ぅ 

′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╉╇′╄╋┿-
〈¨╂[┿《╇』╄]╉¨╈ ‶[╄╋╇╇ 
«′╇╉┿»

02.30 》/《 «╋┿[╂¨ ′┿ ]╁┿╃を╀╄»
04.15 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «]¨-
╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.10, 00.55 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╂〉《]╇′»
16.05 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 4 ]╄[╇ぅ
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿-

]〈¨╉
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. 

┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «〉╂╋╉» - «]‶┿[〈┿&╉» 

(╁╇╃′¨╄)
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿-

╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
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‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «]╄╋╄[¨ ]╋╄╊｠》». 》/《
06.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
06.45 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
09.00 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.30 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
10.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
10.45 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]¨╆╁╄╆╃╇╄ – ╈¨╊╃｠╆╊｠╉-2011»
12.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.30 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈/]
14.20 “╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ 《┿′〈┿╆╇╇”
15.00 «╉╁′-2011»
16.00 «╉┿′〉′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00 «〈┿〈┿[ ╋¨′｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄). ‶╄[╁｠╈ 〈〉[
18.00 «╀╄╆ ╂[╇╋┿». ‶[╄╋を╄[┿ 〈╄╊╄《╇╊を╋┿ «¨〈╉[¨╁╄′╇╄. 

[╇′┿〈 〈┿╆╄〈╃╇′¨╁»
18.30 «′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋»
19.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
19.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
20.30 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
22.00 «]╁¨╀¨╃′¨╄ ‶╊┿╁┿′╇╄». 》/《
23.50 «╀¨╇ ‶¨ ‶[┿╁╇╊┿╋ TNA»
00.20 «╀┿╂[¨╁｠╄ [╄╉╇-2». 》/《

02.00 «〈┿〈┿[ ╋¨′｠» ( ′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
6.30 》/《 «╆┿╊¨╅′╇『┿»
8.10 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を!»
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «]╋┿╉»
10.50 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
13.20 ′¨╁｠╈ «╄[┿╊┿【»
13.40 «]╇′╇╄ ′¨』╇». ╋′¨╂¨]╄-

[╇╈′｠╈ 《╇╊を╋
16.30 ′¨╁｠╈ «╄[┿╊┿【»
16.50 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊╊╇-

¨′╄[¨╋?»
17.50 «¨╀】┿ぅ 〈╄[┿‶╇ぅ». ╋′¨╂¨-

]╄[╇╈′｠╈ 《╇╊を╋
19.50 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃. ╁¨╆╁[┿-

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

】╄′╇╄»
22.30 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]》╇╊〈¨′»
23.10 «』〈¨? ╂╃╄? ╉¨╂╃┿?»
00.20 》/《 «]¨╊╃┿〈｠ ′╄〉╃┿』╇»
02.15 》/《 «′╇』╄╂¨ ¨╀】╄╂¨»

5.00 》/《 «╃╄╊¨ «‶╄]〈[｠》»
6.45 ╁]ぅ [¨]]╇ぅ
6.55 ]╄╊を]╉¨╄ 〉〈[¨
7.25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ ╅╇╁¨〈′｠》
8.00 ╁╄]〈╇
8.20 ╁¨╄′′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
8.50 ]〉╀╀¨〈′╇╉
9.30 ╂¨[¨╃¨╉
10.05 «〉[┿╊を]╉╇╈ ╋╄[╇╃╇┿′»
10.30 «ぅ′ ╂┿╀╇′]╉╇╈ ╇ ╉¨╊╊╄-

╂╇. ╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.20 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.50 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
12.20, 14.30 〈/] «╇′╃〉]»
16.15 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
18.10 ╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇¨′¨╁ ] 

╋┿╉]╇╋¨╋ ╂┿╊╉╇′｠╋
19.10 》/《 «╀〉╃〉 ╁╄[′¨╈ ╅╄′¨╈»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 》/《 «╀〉╃〉 ╁╄[′¨╈ ╅╄′¨╈»
00.00 ╃╄╁』┿〈┿
00.40 》/《 «』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨[｠╈ 

╆′┿╊ ╁]╄»
02.50 》/《 «ぁ〈¨ ぅ»

5.40 〈/] «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ ╃╄[╄╁┿» 
7.25 «]╋¨〈[» 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』» 
8.45 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!» 
9.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!» 
10.20 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
10.55 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉ 
12.00 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 ]╄┿′] ] ╉┿【‶╇[¨╁]╉╇╋ 
14.10 〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [¨]]╇ぅ 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 [┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇
17.20 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿» 
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[ 
19.55 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋ 
20.55 «[〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇» 
21.55 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!» 
22.50 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ]╊¨╁¨» 
23.55 «′╄[╄┿╊を′┿ぅ ‶¨╊╇〈╇╉┿» 
00.25 》/《 «╄】╄ ¨╃′┿ ╇╆ [¨╃┿ 

╀¨╊╄╈′» 
02.35 》/《 «╊╄【╇╈» 
04.30 «╃¨ ]〉╃┿»

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

╀╄[╄╂»
12.05 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.00 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
14.30 ̈ 』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨ぅ〈′¨╄
14.55 ╄╁[¨‶┿-╉¨′『╄[〈 2008. 

]┿╈╋¨′ [ぁ〈〈╊ ╇ ╀╄[╊╇′-
]╉╇╈ 《╇╊┿[╋¨′╇』╄]╉╇╈ 
¨[╉╄]〈[

16.25 ]‶╄╉〈┿╉╊を «╋╄]ぅ『 ╁ 
╃╄[╄╁′╄»

19.35 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
20.20 ╃/《 «‶╄〈[ ┿╊╄╈′╇╉¨╁. 

′╄‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╂╄[¨╈»
21.00 》/《 «【〉╋╇ ╂¨[¨╃¨╉»
22.15 ╃/《 «‶╇『『┿ ╁ ¨]╁╄′-

『╇╋╄»
00.00 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ [¨╃╇╊]ぅ»
01.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ. ‶┿╁╄╊ 

╉┿‶╊╄╁╇』
02.25 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋

5.40 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
6.10 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
9.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄]〈╁┿
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.00 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠
12.25, 03.05 TOP G┱RL
13.20 «《¨[╋〉╊┿ ]╉¨[¨]〈╇»
13.50 《¨[╋〉╊┿-1
15.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
15.25 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
17.05 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
17.20 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
18.00 《╇′┿′]╇]〈
18.30 ╋╄╊を′╇『┿
19.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
19.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
20.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
20.25 《〉〈╀¨╊. «╃╇′┿╋¨» (╋¨]╉╁┿) - 

«╉〉╀┿′を»
22.25 《╇╊を╋ «ぅ‶¨′╇ぅ 〈¨′╄〈»
00.35, 02.50 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
01.00 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨╀¨[]〈╁┿
04.00 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
04.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

4.25 》/《 «¨╉′┿»
6.10 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
6.45 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
7.10 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
8.05 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.30 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.00 ]╉┿╆╉┿ «〈[╇ 〈¨╊]〈ぅ╉┿»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.50 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄»
12.35 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]╊¨╋〉»
13.15 》/《 «′┿╈〈╇ ╇ ¨╀╄╆╁[╄╃╇〈を»
14.55 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
15.25 》/《 «╁╄╊╇╉¨╊╄‶′┿ぅ ┿′╅╄╊╇╉┿»
17.30, 00.20 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.15 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉¨╄ 〉╀╇╈-

]〈╁¨»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «╁〈¨[¨╄ ╃｠》┿′╇╄. ′┿ [〉╀╄╅╄ 

┿〈┿╉╇»
00.40 》/《 «╂┿′′╇╀┿╊»
03.10 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ [┿╆′╇『┿»
04.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

〈[╄〉╂¨╊を′╇╉»
13.00 ]OMEDY WOMAN
14.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
15.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
16.00 ]〉‶╄[╇′〈〉╇『╇ぅ
17.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.00 》/《 «┿[╋┿╂╄╃╃¨′»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》〉 ╇╆ 》〉
01.00 》/《 «‶¨》╇〈╇〈╄╊╇ 〈╄╊»
02.45 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
03.15 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.15 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.15 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.30 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.55 ′¨╁¨]〈╇
6.25 «]〈╄′╃»
6.40 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
6.55 ′¨╁¨]〈╇
7.25 «╅╇╊-╀｠╊ ̈ ╃╇′ ╉¨[¨╊を». 

]╉┿╆╉┿
9.25 ¨╊╄╂ ╃┿╊を ╇ ╄╁╂╄′╇╈ 

╄╁]〈╇╂′╄╄╁ ╁ ╁¨╄′′¨╈ 
╃[┿╋╄ «╁┿[╇┿′〈 «¨╋╄-
╂┿», 1-5 ]╄[╇╇

16.25 ╊╄¨′┿[╃¨ ╃╇ ╉┿‶[╇¨, 
╉╄╈〈 ╀╊┿′【╄〈〈 ╇ ╉╄╈〈 
╀╄╉╇′]╄╈╊ ╁ ╃[┿╋╄ ╋┿[-
〈╇′┿ ]╉¨[]╄╆╄ «┿╁╇┿-
〈¨[»

19.40 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 
╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»

20.00 ╉ 20-╊╄〈╇ぃ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 
╉┿′┿╊┿»! ]‶╄『‶[¨╄╉〈 
«』╄〈╁╄[〈｠╈ ╉┿′┿╊. ′¨-
╁╄╈【╇╄ ╇]〈¨[╇╇» 

20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 》/《 «‶[╇╂¨╁¨[╄′′｠╈»
23.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
00.00 》/《 «┿╁╇┿〈¨[»
03.15 》/《 «〈╄′を»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5 . 3 0  « 《 ┿ ′ 〈 ┿ ] 〈 ╇ 』 ╄ ] ╉ ╇ ╄ 

╇]〈¨[╇╇»
6.00 〈/] «╇′]〈[〉╉〈¨[»
9.00 «╁｠》¨╃ ╁ ]╁╄〈». ┿《╇【┿
9.30 «ぅ - ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′′╇╉»
10.00 ╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!
11.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅′¨-

]〈╇»: «¨╀】╄]〈╁╄′′¨╄ 
╋╄]〈¨»

12.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14.10 〈/] «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈╁╄′′¨╄»
16.00 «╋¨【╄′′╇╉╇»
17.00 》/《 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 ╋╇》┿╇╊ ‶¨[╄』╄′╉¨╁ ╁ 

╀¨╄╁╇╉╄ «╃╄′を ╃»
21.50 》/《 «╃╅¨′′╇ ╃.»
00.30 «]〈╇╁╄′ ]╇╂┿╊: 』╄╊¨╁╄╉ 

╆┿╉¨′┿»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«]¨╀╊┿╆′╄′′┿ぅ»
03.00 «‶¨╉╄[. [〉]]╉┿ぅ ]》╁┿〈╉┿»
04.00 〈/] «4400»

6.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╈ ]╄[╇┿╊ 
«]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»

8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶┿〉〈╇′┿ 【┿[-

╊¨〈〈｠»
10.45 «╄[┿╊┿【»
11.00 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
14.30 ╋/] «[〉]┿╊¨』╉┿»
15.00 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
17.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
19.30 》/《 «‶╇[┿〈｠ ╉┿[╇╀]╉¨╂¨ 

╋¨[ぅ. ]〉′╃〉╉ ╋╄[〈╁╄『┿»
22.15 ╀¨╄╁╇╉ «〉╊を〈╇╋┿〈〉╋ 

╀¨[′┿»
00.20 》/《 «‶[¨╀〉╅╃╄′╇╄»
02.40 〈[╇╊╊╄[ «‶[╇]〈┿′╇】╄»
04.35 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.30 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15, 02.20 «DE FACTO»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.40 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
8.00 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
8.30 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
9.05 «╋┿╊╄′を╉┿ぅ 〈╄╊╄-╋╇]]»
9.20 «╂〉[╋ぁ»
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.00 》/《 «╁╇〈ぅ ╂╊〉【┿╉¨╁, ╃[〉╂ ┿‶┿』╄╈»
11.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿»
12.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
13.05 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 1 ╇ 2 ]╄[╇╇
15.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
16.10 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.30 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
17.05 》/《 «╀╄[╄╂╇]を ┿╁〈¨╋¨╀╇╊ぅ»
19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «]╁┿╃╄╀′｠╈ ‶╄[╄‶¨╊¨》»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.40 》/《 «╀┿╂╃┿╃]╉╇╈ ╁¨[»
02.50 》/《 «╁]╄ ¨ ╄╁╄»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Âîñêðåñåíüå, 10 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «]╄[╃『┿ 』╄〈｠[╄》». 》/《 
06.30 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
09.00 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
09.30 «╋╄╅╃〉 ′┿╋╇…»
10.00 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ¨]〈┿′¨╁╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
10.30 «〈┿╋』｠-【¨〉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]¨╆╁╄╆╃╇╄-╈¨╊╃｠╆╊｠╉-2011»
12.00 『╄[╄╋¨′╇ぅ ╁[〉』╄′╇ぅ [╄]‶〉╀╊╇╉┿′]╉¨╈ 〈╄┿〈[┿╊を-

′¨╈ ‶[╄╋╇╇ «〈┿′┿〈┿′┿»
13.00 “╀┿]╉╄〈-〈╁”
13.30 «╆╄╀[┿»
13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
14.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 “╂¨[┿ ]┿′╃[┿]”. 〈╄╊╄《╇╊を╋
17.00 “〈┿〈┿[ ╋¨′｠” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄). ‶╄[╁｠╈ 〈〉[
18.00 “┿╁〈¨╋¨╀╇╊を”
18.30, 21.00 «7 ╃′╄╈». ╇′《¨[╋┿『╇¨′′¨-┿′┿╊╇〈╇』╄]╉┿ぅ 

‶[¨╂[┿╋╋┿
19.30 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
20.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
20.30 «╀┿〈｠[｠». ‶[¨╂[┿╋╋┿ ¨ ]‶¨[〈╄
20.45 «]〈[┿》¨╁┿′╇╄ ]╄╂¨╃′ぅ»
22.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
22.30 «‶┿〈[〉╊を». 》/《
00.00 «]╁¨╀¨╃′¨╄ ‶╊┿╁┿′╇╄». 》/《
01.50 «〈┿〈┿[ ╋¨′｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
02.50 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

4.50 》/《 «╆¨╊¨〈¨╄ ‶〉〈╄【╄-
]〈╁╇╄ ]╇′╃╀┿╃┿»

6.50 》/《 «╁╆╊╄〈»
9.20 ‶[╄╋を╄[┿. «‶¨[┿ ╁ ╉¨]-

╋¨]!»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.10 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.00 ╉ ぃ╀╇╊╄ぃ ‶╄[╁¨╂¨ ‶¨-

╊╄〈┿ ╁ ╉¨]╋¨]. «╀╇〈╁┿ 
╆┿ ╉¨]╋¨]»

12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 «╀╇〈╁┿ ╆┿ ╉¨]╋¨]». ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄
15.30 》/《 «〉╉[¨】╄′╇╄ ¨╂′ぅ»
18.30 «╅╄]〈¨╉╇╄ ╇╂[｠». ′¨-

╁｠╈ ]╄╆¨′
21.00 «╁[╄╋ぅ»
22.00 «╀¨╊を【┿ぅ [┿╆′╇『┿»
23.00 «‶¨╆′╄[»
00.00 ‶[╄╋を╄[┿. 《╇╊を╋ «[¨╊-

╊╇′╂ ]〈¨〉′╆» ╁ ╇╆╂′┿-
′╇╇»

01.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «〉╀╇╈]〈╁┿ ╁ 
¨╉]《¨[╃╄»

03.20 ]╄[╇┿╊ «]╄[╃『╄ ┿《[╇╉╇»
04.15 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»

5.00 》/《 «′¨╊を-]╄╃を╋¨╈» 
╋╄′ぅ╄〈 ╉〉[]»

6.40 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
8.40 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
9.25 ╂¨[¨╃┿ ╇ ╁╄]╇
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 〈/] «╇′╃〉]»
14.00 ╁╄]〈╇
14.20 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.30 〈/] «╇′╃〉]»
15.10 ┿′【╊┿╂
17.05 〈┿′『｠ ]¨ ╆╁╄╆╃┿╋╇
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «╊ぃ╀╊ぃ 9 ╋┿[〈┿!»
22.40 ╃/《 «〈[╇ ╃′ぅ ぃ[╇ぅ ╂┿╂┿-

[╇′┿. ╇ ╁]ぅ ╅╇╆′を»
00.30 ╂╄′′┿╃╇╈ 》┿╆┿′¨╁. ‶¨-

╁〈¨[╄′╇╄ ‶[¨╈╃╄′′¨╂¨
01.00 》/《 «╉¨╃╄╉] ╁¨[┿»
03.05 》/《 «╊╄〈』╇╉╇»

5.25 〈/] «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ ╃╄[╄╁┿» 
7.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠ 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨» 
8.45 «╇》 ′[┿╁｠» 
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!» 
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿» 
10.50 «‶╇[ ′┿ ╁╄]を ╋╇[» 
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 》/《 «]╄╋╇′» 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 «╇]〈¨[╇ぅ ╁]╄[¨]]╇╈]╉¨-

╂¨ ¨╀╋┿′┿. ╁｠》¨╃ ╄]〈を!» 
17.20 «╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!» 
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

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

╆′┿′╇╄» 
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄» 
22.00 〈/] «╂╊〉》┿[を» 
00.55 «┿╁╇┿〈¨[｠» 
01.30 «╁ ╆¨′╄ ¨]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
02.05 》/《 «【╉¨╊を′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇» 
04.05 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

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

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ [¨╃╇╊]ぅ»
12.10 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.40 》/《 «‶╄〈を╉┿ ╁ ╉¨]╋¨]╄»
13.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.00 ╃/《 «〈┿╈′┿ぅ ╅╇╆′を 

╋｠【╄╈»
14.55 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
15.40 ╆╁╄╆╃′｠╄ ‶¨[〈[╄〈｠
16.10 【╄╃╄╁[｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╋〉-

╆｠╉┿╊を′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿
18.15 》/《 «╇╃〉 ′┿ ╂[¨╆〉»
20.40 〈╁¨[』╄]╉╇╈ ╁╄』╄[ ╁ 

〈╄┿〈[╄ ]┿〈╇[｠
22.00 ╇〈¨╂¨╁┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ 

«╉¨′〈╄╉]〈»
22.40 》/《 «‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ′┿ 

╊〉′〉»
00.20 ╃╅╄╋-5
01.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╃/《 «〈┿╈′┿ぅ ╅╇╆′を 

╋｠【╄╈»
02.50 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』

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

╉╊╇╋╇′¨╈»
10.55 ╀╇┿〈╊¨′. ╅╄′】╇′｠ 
11.50 ╋╄╊を′╇『┿
12.20 «[｠╀┿╊╉┿»
12.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
12.50 «‶╄[╁┿ぅ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ 

╊¨〈╄[╄ぅ»
12.55 ╀╇┿〈╊¨′. ╋〉╅』╇′｠
13.45 《¨[╋〉╊┿-1
16.15 «╀╇┿〈╊¨′»
16.55 》¨╉╉╄╈. ╉》╊. 《╇′┿╊
19.15, 03.25 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
20.00 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
20.25 《〉〈╀¨╊. «╆╄′╇〈» - 『]╉┿
22.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
23.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
23.35 《╇′┿′]╇]〈
00.00 ╀╇┿〈╊¨′
02.10 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ╂╇╋′┿-

]〈╇╉┿
03.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
05.45 《¨[╋〉╊┿-1

5.25 «╁╄╊╇╉¨╊╄‶′┿ぅ ┿′╅╄╊╇╉┿»
7.30 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
7.55 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨‶╄╃╇ぅ»
8.25 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.45 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄»
10.15 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ ╃¨╋»
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.30 》/《 «〈[╄╋╀╇〈┿»
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 ぁ′『╇╉╊¨‶╄╃╇ぅ
15.30 ╃/《 «╅┿╅╃┿ ╅╇╆′╇»
16.15 〈┿╈′｠ ′┿【╄╂¨ ╉╇′¨
16.50 》/《 «╃¨╋-《┿′〈¨╋ ╁ ‶[╇╃┿′¨╄»
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇»
23.50 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.10 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′
01.10 》/《 «]〉╁╄′╇[ ╃╊ぅ ‶[¨╉〉[¨[┿»
02.55 》/《 «╂╊┿╃╇┿〈¨[ ‶¨ ′┿╈╋〉»
04.35 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠

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

¨′┿╊を′┿ぅ» ╇ «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ]〉‶╄[╇′〈〉╇『╇ぅ
12.00 ╃/《 «【╉¨╊┿ ╂¨╀╊╇′¨╁»
13.00 〈/] «》¨[»
14.55 〈/] «╇′〈╄[′｠»
15.25 〈/] «╇′〈╄[′｠»
15.55 〈/] «╇′〈╄[′｠»
16.30 〈/] «╇′〈╄[′｠»
17.00 》/《 «╀[┿〈をぅ ╂[╇╋╋»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 》/《 «》[¨′╇╉╇ [╇╃╃╇╉┿»
22.15 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 ╃/《 «〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨-

╂¨ ╋╇[┿»
01.15 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
02.50 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.55 COSMOPOLITAN

5.15 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
5.45 «╉¨[¨╊╄╁]╉¨╄ ̈ ╀╄】┿′╇╄». 

]╉┿╆╉┿
7.30 «¨ 〈[╄》 [｠『┿[ぅ》 ╇ 

╉[┿]┿╁╇『╄».  ]╉┿╆╉┿ 
(』╄》¨]╊¨╁┿╉╇ぅ)

9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30 ╃╅¨′ ╁¨╈〈 ╁ 《ぁ′〈╄╆╇ 

«′¨╄╁ ╉¨╁』╄╂», 1-4 ]╄-
[╇╇

13.00 》/《 «‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╉ 
『╄′〈[〉 ╆╄╋╊╇»

16.30 》/《 «』╄[′┿ぅ ╀¨[¨╃┿»
20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]╄╋╄╈╉┿ ┿╃｠»
23.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.40 ╉ 20-╊╄〈╇ぃ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 

╉┿′┿╊┿»! ]‶╄『‶[¨╄╉〈 
«』╄〈╁╄[〈｠╈ ╉┿′┿╊. ′¨-
╁╄╈【╇╄ ╇]〈¨[╇╇» 

00.10 》/《 «╇′〈╄[╃╄╁¨』╉┿»
03.00 ╋〉╆｠╉┿ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 

╉┿′┿╊┿»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

[╇╇»
6.00 〈/] «╇′]〈[〉╉〈¨[»
9.00 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
9.30 》/《 «╃╅¨′′╇ ╃.»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
14.40 ╀¨╄╁╇╉ «╃╄′を ╃»
16.20 «╉¨╂╃┿ ]╋╄【′¨, 〈¨╂╃┿ 

′╄ ]〈[┿【′¨». ╉¨′『╄[〈 
╋╇》┿╇╊┿ ╆┿╃¨[′¨╁┿

18.00 ‶[╄╋を╄[┿. «』〈¨ ‶[¨╇]-
》¨╃╇〈?»

18.30 ╀¨╄╁╇╉ «13-╈ [┿╈¨′: 
〉╊を〈╇╋┿〈〉╋»

20.30 ╀¨╄╁╇╉ «〉╂′┿〈を ╆┿ 60 
]╄╉〉′╃»

22.40 〈[╇╊╊╄[ «╀¨╊を【┿ぅ 
╇╂[┿»

01.20 〈/] «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╋╇-
′〉〈┿»

02.10 «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈╁╄′′¨╄»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «4400»

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

╊╄′′¨!»
13.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
15.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.50 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.20 ╋/《 «╃¨╋-╋¨′]〈[»
21.00 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ «╁╄╃を╋╇-

′┿ ╂¨[┿»
23.00 «〉╉[┿╇′]╉╇╈ ╉╁┿[〈┿╊»
00.25 ╋╇]〈╇』╄]╉┿ぅ ╃[┿╋┿ 

«╋ぁ[╇ [╄╈╊╇»
02.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶╄[]¨′┿╅»
04.30 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.25 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]  

5.35, 6.40 «DE FACTO»
5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
6.55 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.50 «‶╄]′ぅ ′╄ ╆′┿╄〈 ╂[┿′╇『»
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋
11.40 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.05 》/《 «╀╄[╄╂╇]を ┿╁〈¨╋¨╀╇╊ぅ»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
14.30 〈/] «╆¨╊¨〈¨╈ 〈╄╊╄′¨╉», 3 ╇ 4 ]╄[╇╇
16.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «╋╄╃.ぁ╉]‶╄[〈»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. ╄╁[¨╊╇╂┿. 《╇′┿╊
20.30, 01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
21.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
22.05 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.25, 04.30 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
01.20, 04.55 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
02.50 》/《 «╀┿╂╃┿╃]╉╇╈ ╁¨[»
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ÀÍÊÉÇ
╃きうすさうえ"╉[╇〉【¨╁

‶さけょけかあっくうっ0"′ぇつぇかけ"ゃ"わ346"けす"4:"けおすはぉさは"4232"ゅけょぇ′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ. ‶さけょけかあっくうっ ゃ わ126-127, 129, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 1, 3, 4, 10, 13, 16, 18, 24, 30.
╁けいかっ くせあくけゅけ いぇきっすうか きうさくけ こけおせさうゃぇゃてっゅけ 

くぇ かぇゃけつおっ 《っょの. 〈けす くぇし すけあっ こさうきっすうか, ょぇあっ 
ゅかぇいぇ ゃ せょうゃかっくうう けおさせゅかうか:

– ¨ おぇお! ╉けゅけ-おけゅけ くっ けあうょぇか せゃうょっすぬ, すぇお ねすけ 
すっぉは. ╃ぇ っとひ う し すぇおけえ いゃっさのゅけえ. ‶さうゃっす, ‶ぇて! 
– う こさけすはくせか ぉにかけ させおせ, くけ ゃょさせゅ, しすけかおくせゃてうしぬ 
ゃいゅかはょけき し ╃けぉさにき, きけきっくすぇかぬくけ せぉさぇか っひ いぇ 
しこうくせ.

– ‶さうゃっす, 《ひょけさ, – こけょぇか は っきせ かぇょけくぬ, – ╃け-
ぉさにえ, ねすけ しゃけう, しゃけう. ]こけおけえくけ, しうょっすぬ. ╋けかけ-
ょっち. 《っょぬ, すに きくっ させおせ-すけ こけあきひてぬ? – すけす けすゃっ-
すうか くっせゃっさっくくにき させおけこけあぇすうっき, – 〈ぇお, ╃けぉさにえ, 
こけょけえょう, こけいくぇおけきぬしは: ねすけ – 《ひょけさ, っゅけ おせしぇすぬ 
くっかぬいは, けく – しゃけえ. ′のたぇえ, いぇこけきうくぇえ. ]ゃけえ. 《ひ-
ょけさ – しゃけえ. ╁しひ-ゃしひ, こけぉっゅぇえ, – う けすこせしすうか こけ-
ゃけょけお くぇ ゃしの ょかうくせ, – ╉ぇお すっぉっ きけえ おさぇしぇゃっち, 
《っょぬ?

– ╃ぇ おぇお-すけ ょけ しうた こけさ くっ こけ しっぉっ. ′っ ょぇえ ╀けゅ 
こさうしくうすしは. ╇ つすけ すに ゃ くひき くぇてひか?

– ′うつっゅけ すに くっ こけくうきぇってぬ, – すけさあっしすゃせの は 
ゃくせすさっくくっ, –  〈っぉっ あっ, おぇお う ゃしはおけきせ きせあうおせ, お 
こさうきっさせ, けさせあうっ くさぇゃうすしは? 〈ぇお ゃけす: ねすけ – ぇゃすけ-
きぇす くぇ つっすにさひた かぇこぇた, うかう くっ こけたけあっ? ┿ くぇしつひす 
しくけゃ… – う は きけすくせか ゅけかけゃけえ, せかにぉくせゃてうしぬ, – 》っ! 
¨ょくけきせ すぇおけえ しけく くぇゃっさくはおぇ こさうしくうすしは, – う 
ゃおさぇすちっ こっさっしおぇいぇか うしすけさうの せ きぇゅぇいうくぇ, – ぁすけ 
くぇょけ ぉにかけ ゃうょっすぬ, ゃ しかけゃぇた くっ けこうてってぬ, おけさけ-
つっ. ′っ せょうゃかのしぬ, っしかう きせあうお こけてひか てすぇくに しすう-
さぇすぬ. ╁けす しきったけすぇ!  ′け –  お ょっかせ. ]かせてぇえ, は たけつせ 
╃けぉさけゅけ  ぃさっ こけおぇいぇすぬ, けく いょっしぬ?

– ╆ょっしぬ ぉにか ゃさけょっ, – し けこぇしおけえ こけゅかはょっか けく 
くぇ こしぇ.

– ╋けあっす, こけいけゃひてぬ? ′っ こけえょせ あっ は ゃ おけさこせし し 
しけぉぇおけえ, こさぇゃうかぬくけ?

《っょっ, こけたけあっ, くぇ ゃすけさけえ ねすぇあ うょすう ぉにかけ 
かっくぬ: ゃしすぇゃ くぇこさけすうゃ けおけく, けく いぇょさぇか ゅけかけゃせ, 
う すさうあょに おけさけすおけ しゃうしすくせか ゃ ょゃぇ こぇかぬちぇ, けすつっ-
ゅけ こひし くぇしすけさけあうかしは. ╆ぇすっき, こけくはゃ, つすけ くうつっゅけ 
うくすっさっしくけゅけ くっ こさけうしたけょうす, こさけょけかあうか けぉしかっ-
ょけゃぇくうっ すっささうすけさうう. ╁しおけさっ ゃにてっか う ぃさぇ, くけ 
こさうしけっょうくはすぬしは お おけきこぇくうう くっ しこってうか, う かうてぬ 
せおけさういくっくくけ こけおぇつうゃぇか ゅけかけゃけえ, ゅかはょは すけ くぇ 
こしぇ, すけ くぇ きっくは. ╃けぉさにえ かっくうゃけ こさうすさせしうか お 
くっきせ, こけくのたぇか, う, さぇゃくけょせてくけ こけゃっさすっゃ ゅけかけ-
ゃけえ, さぇいかひゅしは ゃけいかっ きけうた くけゅ, けすしすぇゃうゃ ゃ しすけ-
さけくせ かぇこせ.

– ╉ぇおけえ くぇゅかっち! – ょっかぇくくけ ゃけいきせすうかしは は, – 
〈っぉっ つすけ, っとひ う ぉさのたけ こけつっしぇすぬ? ]けゃっしすぬ-すけ 
っしすぬ? ╉けさきうてぬ すっぉは, ゃにゅせかうゃぇってぬ, すぇお すっこっさぬ 
っとひ う つっしぇすぬ?! ╃ぇ すに あっ きくっ すぇお しおけさけ う ゃけゃしっ 
くぇ てっの しはょってぬ, – くけ ゅさせょうくせ っきせ ゃしひ あっ こけ-
しおさひぉ, けすつっゅけ ╃けぉさにえ ぉかぇあっくくけ いぇおぇすうか ゅかぇいぇ 
う こけょさにゅぇか いぇょくっえ かぇこけえ, – ′さぇゃうすしは, ょぇ? ′せ, 
すに う あせお, こけつうとっ きけっえ ぉにゃてっえ あひくせておう: すけえ 
すけあっ, しおけかぬおけ くう ょぇえ, ゃしひ きぇかけ. 》けさけてけ たけすぬ, 
ょっくっゅ せ きっくは こけおぇ くっ こさけしうてぬ. ぃさ, こさうゃっす, こけょ-
たけょう, ゃうょうてぬ あっ: けく すっぉは っとひ し こさけてかけゅけ さぇいぇ 
いぇこけきくうか, う くうおぇおけゅけ けすゃさぇとっくうは すに せ くっゅけ 
くっ ゃにいにゃぇってぬ. ╃けぉさにえ, ゃしひ, たゃぇすうす くっあうすぬしは, 
つってうしぬ しぇき, おけかう すぇお たけつっすしは, せ すっぉは おけゅすう こけ-
ぉけかぬてっ, つっき せ きっくは. ┿ せ きっくは うい-いぇ すっぉは せあっ こけょ 
くけゅすはきう つひさすう-つすけ すゃけさうすしは. 

– 〈に つっゅけ し こしけき こさうこひさしは-すけ? – いぇおせさうゃ, こさう-
しっか さはょけき ょけおすけさ, – ′っ いぇぉにか は け しゃけひき けぉっ-
とぇくうう, こけきくの, くっ ぉっしこけおけえしは. ‶けおぇ ぉっいさっいせかぬ-
すぇすくけ.

– ╃ぇ いぇ けょうく ょっくぬ くうつっゅけ くっ ょっかぇっすしは, は こけくう-
きぇの. ╋に すせす つすけ こけょせきぇかう? – ょけしすぇか は しうゅぇさっすおせ 
いぇ おけきこぇくうの, – ╋けあっす, ]ぇておっ っゅけ こけおぇいぇすぬ? ′け 
は ぉっい すっぉは, っしすっしすゃっくくけ, くうつっゅけ ょっかぇすぬ ぉけかぬてっ 
くっ ぉせょせ, けょくけゅけ さぇいぇ たゃぇすうかけ. 〈ぇお つすけ しおぇあってぬ? 
′っす, すぇお くっす, しっえつぇし ょけおせさの, う こけえょひき ゃけしゃけは-
しう. ╃けぉさにえ, おけ きくっ! – いぇきっすうか は ぇぉけさうゅっくぇ, ゃに-
てっょてっゅけ うい ょゃっさっえ. ‶ひし こけしかせてくけ せしっかしは しかっゃぇ, 
ゃにすはゅうゃぇは てっの, つすけぉに せゃうょっすぬ, おすけ ねすけ すぇき っとひ 
けぉなはゃうかしは, – ]うょっすぬ, たけさけてけ しうょっすぬ, – こけゅかぇょうか 
は すけゅけ, – ┿ ねすけ おすけ せ すっぉは すぇおけえ ゃ たぇかぇすっ?

– ╉すけ くっ «けしすさにえ», すけきせ さぇいさってぇっすしは ゅせかはすぬ 
ゃけいかっ おけさこせしぇ. ]ぇておぇ, ゅけゃけさうてぬ… – いぇょせきぇかしは 
ょけおすけさ, – ̈ こはすぬ ゃっょぬ さうしお. ┿ こひし っゅけ すけつくけ せいくぇ-
っす?

ぅ こそにおくせか:
– 〈っぉは あっ せいくぇか! ┿ けく すっぉは ゃうょっか しおゃけいぬ おかっす-

おせ, ょぇ う くっ くのたぇか ゃぉかういう ょぇあっ, ぇ すに ゅけゃけさうてぬ 
– ]ぇておせ. ¨くう, っしかう たけつってぬ いくぇすぬ, ょぇ すに ねすけ う 
すぇお  いくぇってぬ, おさせゅけゃせの けぉけさけくせ ゃ おかっすおっ くぇこぇさせ 
ょっさあぇかう, くけ すに-すけ ねすけ すけかぬおけ しかにてぇか, ぇ は – ゃう-
ょっか. ╃せきぇえ.

– ╊っゅおけ しおぇいぇすぬ – ょせきぇえ, – ょけしぇょかうゃけ おさはおくせか 
ゃさぇつ, –  ╊ぇょくけ. ′ぇ こはすくぇょちぇすぬ きうくせす: せ くぇし せあうく 
しおけさけ. 《っょは, こけいけゃう ]ぇておせ-けつおぇさうおぇ. ‶けおぇ っきせ 
くうつっゅけ くっ ゅけゃけさう: こけしっすうすっかう, きけか, う ゃしひ. ‶ぇてぇ: 
こはすくぇょちぇすぬ きうくせす, くっ ぉけかぬてっ, こけくはか?

– ¨ つひき さぇいゅけゃけさ? ╁けえくぇ ゃけえくけえ, ぇ せあうく こけ 
さぇしこうしぇくうの, つすけ あっ すせす くっこけくはすくけゅけ? – くけ しぇき 
ゃしひ あっ ゃくせすさっくくっ くぇこさはゅしは, しけきくっゃぇはしぬ ゃ こさぇ-
ゃうかぬくけしすう しゃけうた こけしすせこおけゃ. ┿ ゃょさせゅ けくう けこはすぬ 
ょさせゅ ょさせあおせ いぇとうとぇすぬ くぇつくせす?

′け ょけょせきぇすぬ きくっ くっ ょぇかう: こけおぇいぇかしは しけちうけ-
かけゅ. ╇ ゃしすぇか, おぇお ゃおけこぇくくにえ, ゃけいかっ ゃたけょぇ, ょぇあっ 
さけす けすおさにか. ╃けぉさにえ あっ, くぇこさけすうゃ, けぉさぇょけゃぇかしは, 
う こさうくはかしは こさうこかはしにゃぇすぬ ゃけおさせゅ しすせょっくすぇ. ′ぇ-
おけくっち, したゃぇすうゃ すけゅけ いぇ させおぇゃ, こけすぇとうか おけ きくっ, 
ゃっさすは しゃけうき たゃけしすけき, おぇお こさけこっかかっさけき. ╋ぇかっくぬ-
おうき すぇおうき, くけ てせしすさにき.

– ╃けぉさにえ! – くぇおけくっち-すけ ゃにてっか うい しすせこけさぇ 
]ぇておぇ, – ‶ぇゃっか ╇ゃぇくけゃうつ! ╉ぇお あっ は さぇょ! ╂けしこけ-
ょう, おぇお あっ は さぇょ! – う けぉくはか こしぇ いぇ てっの, つっゅけ は, 
こさういくぇすぬしは, しかっゅおぇ うしこせゅぇかしは. ′け こひし くっあくけしすう 
こさうくはか ぉかぇゅけしおかけくくけ, ょぇあっ ゃ とひおせ しすさぇょぇかぬちぇ 
かういくせか, – ]こぇしうぉけ, つすけ こさうてかう, – う いぇてきにゅぇか 
くけしけき, – ‶さけしすうすっ. ╁しひ たけさけてけ, ゃしひ くけさきぇかぬくけ. 
ぁすけ すぇお, けす ういぉにすおぇ つせゃしすゃ. ‶ぇゃっか ╇ゃぇくけゃうつ, ぇ 
きけあくけ し ╃けぉさにき こけゅせかはすぬ? ¨え, ぃさうえ ╄ゃゅっくぬっ-
ゃうつ, きけあくけ?

– ╃ぇ うょうすっ せあっ, すけかぬおけ ゃすさけひき, う こけょぇかぬてっ 
けす ょけさけゅう, こさけてせ, ぇ すけ くっ ょぇえ ╀けゅ, ゅかぇゃゃさぇつ せゃう-
ょうす, すけゅょぇ ゃしっき ゃかっすうす. ‶はすくぇょちぇすぬ きうくせす! – ゃ 
けつっさっょくけえ さぇい しすさけゅけ こけしきけすさっか くぇ きっくは ょけお-
すけさ, – ┿ は お しっぉっ こけてひか. ぁた, さっぉはすぇ, ょけゃっょひすっ 
ゃに きっくは ょけ ちせゅせくょっさぇ, – う, きぇたくせゃ ゃ けすつぇはくぬっ 
させおけえ, こけてひか お ょゃっさはき, こけおぇつうゃぇは ゅけかけゃけえ. 

ぅ いぇしひお ゃさっきは. ╀っい つっすにさひた こはすぬ, すっこっさぬ ゅかぇゃ-
くけっ – くっ こっさっこせすぇすぬ, ぇ すけ ょかは きっくは つすけ ねすう くっ-
こさっょしおぇいせっきにっ  «ょけ», つすけ ぉっいゃけいゃさぇすくけ せてっょ-
てうっ «こけしかっ» こけさけえ こせすぇのすしは, こさっゃさぇとぇはしぬ ゃ 
ゃっつくけっ くぇしすけはとっっ. 

– ]ぇてぇ, ゃっょう, ゅょっ すせす せ ゃぇし こけせおさけきくっっ. ╇ たゃぇ-
すうす すうしおぇすぬ ╃けぉさけゅけ, けく すっぉっ くっ ぉぇぉぇ. 〈に させおせ-
すけ きくっ こけあきひてぬ, うかう すさっすうえ – かうてくうえ?

– ╇いゃうくうすっ, ‶ぇゃっか ╇ゃぇくけゃうつ, – う しすせょっくす ぇあ 
ょゃせきは させおぇきう ゃちっこうかしは ゃ きけの かぇょけくぬ, – ぅ さぇし-
すっさはかしは こさけしすけ, – う, こけょけえょは お しけしくっ, さぇしすせとっえ 
くぇ こさうゅけさおっ, くっしきっかけ こけおぇいぇか こぇかぬちっき ゃゃっさた, 
– 〈ぇき くうおけゅけ, う こけかはくおぇ っしすぬ たけさけてぇは, は すぇき 
ゅせかはか. ‶けえょひきすっ? 

– ‶けえょひき-こけえょひき, ゃさっきは – ょっくぬゅう. ╁っょう, ]せ-
しぇくうく. 

╆ぇ ねすう こはすくぇょちぇすぬ きうくせす ょぇあっ は いぇこにたぇかしは, 
いぇすけ ねすけ しすけうかけ すけゅけ: つすけ ╃けぉさにえ ぉにか くぇ しっょぬ-
きけき くっぉっ けす しつぇしすぬは, つすけ ]ぇておぇ. ╇ゅさぇ ぉにかぇ 
こさけしすぇは: きに し ]ぇておけえ ぉさけしぇかう てうておう, ぇ こひし うた 
くぇたけょうか う こさうくけしうか おぇあょけきせ しゃけの, ゃにこかひゃにゃぇは 
うた ゃけいかっ くけゅ ぉさけしぇゃてっゅけ. ╇ ゅょっ けく ねすけきせ くぇせ-
つうかしは? ‶さういくぇすぬしは, は しこっさゃぇ ょぇあっ くっ こけくはか, つすけ 
けく こさうくけしうす うた ういぉうさぇすっかぬくけ: ょけ きっくは ょけてかけ 
かうてぬ すけゅょぇ, おけゅょぇ けく くぇけすさっい けすおぇいぇかしは けすょぇすぬ 
てうておせ きくっ, う おうくせか っひ ゃけいかっ ]ぇておう. ╆ぇすっき は 
しすぇか けすかぇきにゃぇすぬ こけ こぇさっ かっこっしすおけゃ しくういせ, う こひし 
くう さぇいせ くっ けてうぉしは: けく こさうくけしうか おけ きくっ すけかぬおけ 
けぉかけきぇくくにっ. ‶け こさけてっしすゃうう こはすくぇょちぇすう きうくせす 
は けしすぇくけゃうか うゅさせ, う きに くぇつぇかう こけょしつひす. ′っ すぇお 
せあ う こかけたけ: せ しけちうけかけゅぇ けおぇいぇかけしぬ ゃしっゅけ くぇ すさう 
てうておう きっくぬてっ. 

– ]こぇしうぉけ, ]ぇて, – こけあぇか は っきせ させおせ, – 》け-
さけてぇは こけかせつうかぇしぬ うゅさぇ, すっぉっ おぇお, こけくさぇゃうかけしぬ? 
╇いゃうくう, くけ すっぉっ こけさぇ: は ょけおすけさせ けぉっとぇか. 〉 ゃぇし 
しっえつぇし せあうく, こけかけあっくけ すぇお.

– ぅ いくぇの, いくぇの, – せかにぉくせかしは しつぇしすかうゃけ ねすけす 
くっょけしせきぇしてっょてうえ, – ¨ゅさけきくけっ しこぇしうぉけ ゃぇき, 
‶ぇゃっか ╇ゃぇくけゃうつ. ]こぇしうぉけ う すっぉっ, ╃けぉさにえ! – う, 
くぇおかけくうゃてうしぬ, こけちっかけゃぇか こしぇ ゃ くけし, – ‶けえょひき-
すっ, こさけゃけょうすっ きっくは, たけさけてけ? ̈ え, おぇお たけさけてけ-すけ! 
‶ぇゃっか ╇ゃぇくけゃうつ, ゃに しゃけの おせさすけつおせ くぇ しせおせ いぇ-
ぉにかう! ′っす, くっ すぇき, くぇ しけしくっ, かっゃっっ. 

– ]こぇしうぉけ, つすけ くぇこけきくうか, – いぇぉさぇか は おせさすけつ-
おせ, ゃくせすさっくくっ せょうゃかははしぬ: う ねすけす つっかけゃっお っとひ くっ-
ょぇゃくけ すぇおけえ いぇすのおぇくくにえ ぉにか? ′けさきぇかぬくにえ あっ 
こぇさっくぬ, くぇ ゃしっ しすけ くけさきぇかぬくにえ, – ┿ すけ は ぉに う 
いぇぉにか, くぇゃっさくけっ. 〈ぇお しおけさけ う けぉさぇすくけ ゃ しすさけえ 
ゃしすぇくってぬ.

– ′うおけゅょぇ, ゃに せあ ういゃうくうすっ, – けしすぇくけゃうかしは 
しすせょっくす ゃけいかっ ゃたけょぇ ゃ おけさこせし, – ぅ, こけあぇかせえ, 
ょぇあっ ゃさぇゅけき ゃぇてうき しすぇくせ. 》けつせ しすぇすぬ くぇしすけは-
とうき, こさけそっししうけくぇかぬくにき おうくけかけゅけき う, くぇしおけかぬ-
おけ ねすけ ゃけいきけあくけ, けすしすぇうゃぇすぬ こさぇゃけ あうゃけすくにた くぇ 
あういくぬ. ‶さけしすうすっ.

– ╆ぇ つすけ? – うしおさっくくっ せょうゃうかしは は, – ぅ すけあっ 
ょゃせきは させおぇきう «いぇ», うかう すに っとひ くっ こけくはか? ぁた, 
しすせょっくす-しすせょっくす, くっ くぇょけ すぇお こかけたけ ょせきぇすぬ, くう 
け かのょはた, くう け いゃっさはた, ょぇあっ っしかう けくう ねすけゅけ いぇ-
しかせあうゃぇのす. ′っす, ょぇゃぇえ けしすぇゃうき ねすけす さぇいゅけゃけさ くぇ 
ぉせょせとっっ, ぇ すけ すに う すぇお せあっ くぇ しっきぬ きうくせす けこけ-
いょぇか. ‶けおぇ, は っとひ いぇゅかはくせ. 〉ょぇしすしは – すぇお ゃきっしすっ 
し ╃けぉさにき, けすにゅさぇってぬしは たけすぬ. 

]ぇておぇ かのぉけゃくけ こけゅかぇょうか こしぇ, こけあぇか きくっ かぇ-
ょけくぬ, う せあっ ゃけいかっ ょゃっさっえ けぉっさくせかしは, たけすっか つすけ-
すけ しおぇいぇすぬ, くけ, ゃうょうきけ, くっ くぇえょは しかけゃ, こさけしすけ 
せかにぉくせかしは. 》けさけてうえ こぇさっくぬ, きけあっす, う くっ いさは 
っきせ ╂けしこけょぬ こさけきにしかうか すぇおけっ うしこにすぇすぬ: う お くぇき 
こけこぇしすぬ, ょぇ いょっしぬ しゃけの すけかうおせ ゅけさっしすう けすゃっょぇすぬ. 
╆ぇおぇかうすしは, ゅかはょうてぬ, しすせょっくすうお こけすゃひさあっ しすぇかう, 
ょぇ う うい おさけたけすくけゅけ きはすせとっゅけしは つっかけゃっつおぇ ゃ ねすけき 
ゅけさくうかっ こけかせつうすしは くぇしすけはとうえ, つうしすにえ つっかけゃっお, 
おけすけさにえ くっ きくっ つっすぇ. ]かぇゃぇ すっぉっ, ╂けしこけょう, おぇお 
かのぉうす ゅけゃけさうすぬ ╊っけくうょ. ╋けかつぇ こけおせさうゃ くぇ しおぇ-
きっえおっ さはょけき し 《っょっえ, きに し ╃けぉさにき こけてかう ゃくうい 
こけ しおかけくせ, う つせすぬ ぉにかけ くっ くぇすけかおくせかうしぬ くぇ ゅさせこ-
こせ ゃさぇつっえ, てっょてうた こけ ゅかぇゃくけえ ぇかかっっ. ′ぇょっのしぬ, 
つすけ は うた ゃけゃさっきは いぇきっすうか, う すけ かうてぬ ぉかぇゅけょぇさは 
こしせ: すけす くぇしすけさけあうかしは, う きに くっいぇきっょかうすっかぬくけ 
しおさにかうしぬ いぇ ぉせえくけ ちゃっすせとうきう おせしすぇきう ぇおぇちうう. 
╁さけょっ こさけくっしかけ: こっさっあょぇゃ くっしおけかぬおけ きうくせす ゃ 
いぇさけしかはた, きに ぉっしこさっこはすしすゃっくくけ こけおうくせかう すっさ-
さうすけさうの ぉけかぬくうちに. ╁にぉさぇゃ しおぇきっっつおせ ゃけ ょゃけさっ 
きぇゅぇいうくぇ, は こさうしっか う ゃけゃさっきは ゃしこけきくうか け こう-
さけあおぇた ゃ おぇさきぇくっ: くっ たゃぇすぇかけ きくっ っとひ きぇしかはくけ-
ゅけ こはすくぇ くぇ おせさすおっ. ‶せしすぬ けくぇ う すひきくぇは, ぇ ゃょさせゅ 
ゃしひ さぇゃくけ  ゃうょくけ ぉせょっす? ]おけさきうゃ こしはおせきせ ちっかにえ 
こうさけあけお, しぇき しかけこぇか こけつぇすにえ: は-すけ くっ ぉっゅぇか, ぇ, 
しかっょけゃぇすっかぬくけ, う おぇかけさうえ きっくぬてっ こけすさぇすうか. ┿ 
ゃけす ╃けぉさけきせ くぇょけ: っしかう きに, かのょう, ぉっい っょに, くぇ 
けょくけき ゅけかけき ねくすせいうぇいきっ さぇぉけすぇすぬ きけあっき, すけ しけ-
ぉぇつおう ぉっい こうとう たうさっのす う いゃっさっのす, くっ たゃぇすぇっす せ 
くうた ゃにょっさあおう. ╇かう, きけあっす, けくう こさけしすけ くっ こけ-
くうきぇのす, つすけ すぇおけっ くぇょっあょぇ? ′っす せ くうた うかかのいうえ 
くぇしつひす いぇゃすさぇてくっゅけ ょくは, けすすけゅけ-すけ けくう う ぉけかっっ 
しゃけぉけょくにっ, くっあっかう きに? ‶さぇゃうかぬくけ こけおけえくにえ 
そうかけしけそ ねすけす はとうつっお ‶ぇくょけさに しさぇゃくうゃぇか し ぇこ-
すっつおけえ こっさゃけえ こけきけとう: くぇ おぇおけっ-すけ ゃさっきは っゅけ 
たゃぇすぇっす, う, こけおぇ かっおぇさしすゃけ くっ おけくつうすしは, つっかけゃっお 
くっ いゃっさっっす, う こさけょけかあぇっす けしすぇゃぇすぬしは つっかけゃっ-
おけき.

– ╃けぉさにえ ゃっつっさ.
¨かは. ]すけうす くぇ すさけすせぇさっ し ぇゃけしぬおけえ おぇさすけておう, 

くけ こけょけえすう くっ さってぇっすしは. ぅ しすさはたくせか し しっぉは けこけ-
しすにかっゃてうっ きにしかう:

– ‶さうゃっす, ¨かは. ╃けぉさにえ, こけしきけすさう くぇ すひすの, 
けくぇ – しゃけは. ╃ぇ くっ すぇお しきけすさう, せゃっさはの すっぉは: けくぇ 
くっ おせしぇっすしは. 〉かにぉくうしぬ. 《せた, – う は こさうおさにか ゅかぇいぇ, 
– ╇いゃうくう, ¨かぬ, つすけ-すけ くぇゃぇかうかけしぬ ゃょさせゅ, は こさけ-

しすけ しぇき くっ しゃけえ. 〈ぇおけえ たけさけてうえ ょっくぬ, う ゃょさせゅ 
おぇお ぉせょすけ くっつすけ しぇきけっ ちっくくけっ こけすっさはか, すぇおけっ 
ゃけす けとせとっくうっ. ‶せしすけすぇ おぇおぇは-すけ. ぁすけ くうつっゅけ, 
ねすけ こさけえょひす. ]っえつぇし こけおせさの う こさけえょひす. ╃さはくぬ 
おぇおぇは-すけ, ゃしひ ゃけおさせゅ おぇおけっ-すけ, ゃしひ おぇお ぉせょすけ くっ-
くぇしすけはとっっ, くっけこさっょっかひくくけっ. ╇いゃうくう. 

– ぁすけ くうつっゅけ, – う しこさぇゃぇ ゃけいかっ きけうた くけゅ きはゅおけ 
いぇしすせおぇかう おけさくっこかけょに, – ぅ しっえつぇし ゃっさくせしぬ, – う 
おぇぉかせつおう こけてかう ゃょけかぬ ょけきぇ, ちけおぇは, こけしすっこっくくけ 
しすうたぇは.

ぅ さぇいかっこうか せしすぇゃてうっ ゅかぇいぇ: ゃけいかっ くけゅ ゃ しっすおっ 
かっあうす おぇさすけておぇ. ′っせあっかう けぉうょっかぇしぬ う せてかぇ? 
]おぇいぇかぇ, つすけ ゃっさくひすしは, う くっ ゃっさくひすしは? ╇ つすけ いぇ 
きっかぇくたけかうは くぇ きっくは ゃさっきは けす ゃさっきっくう くぇこぇょぇ-
っす? ′うつっゅけ くっ きけゅせ う くっ たけつせ ょっかぇすぬ, う くうつっゅけ-すけ 
きっくは くっ さぇょせっす. ′け しっえつぇし せあっ くぇつうくぇの ぉっしこけおけ-
うすぬしは, ぇ ねすけ こっさゃにえ こさういくぇお すけゅけ, つすけ は – しくけゃぇ 
は. ‶さうおぇいぇゃ ╃けぉさけきせ けたさぇくはすぬ おぇさすけておせ, こけてひか 
ぉにかけ いぇ ¨かぬゅけえ, くけ しこけたゃぇすうかしは う けゅかはくせかしは: 
こしぇ-すけ は くっ こさうゃはいぇか. ぁすけ あっ くぇょけ すぇおけっ: すけす 
ょぇあっ ぉかうあっ お ぇゃけしぬおっ こっさっしっか, う すっこっさぬ おさせすうす 
せてぇきう-かけおぇすけさぇきう, ょぇ こけ しすけさけくぇき ゃくうきぇすっかぬ-
くけ こけゅかはょにゃぇっす. ╁ けつっさっょくけえ さぇい こけさぇいうかしは 
っゅけ ゃにせつおっ: くうおけゅょぇ っとひ くっ ゃしすさっつぇか しけぉぇおせ し 
すぇおうき せさけゃくっき うくすっかかっおすぇ. ‶さけしすけ うょっぇかぬくにえ 
けたさぇくくうお: っきせ つすけ おぇさすけておせ, つすけ きってけお いけかけすぇ 
ょけゃっさぬ けたさぇくはすぬ, おけしすぬきう かはあっす, ょけ こけしかっょくっえ 
おぇこかう おさけゃう ぉせょっす ょさぇすぬしは, くけ たけいはうくせ けすょぇしす 
ゃしひ ゃ ちっかけしすう う しけたさぇくくけしすう. ╅ぇかぬ, つすけ しさっょう 
かのょっえ すぇおうた くっ ゃしすさっすうてぬ, う くっ いさは こさうょせきぇかう 
しかけゃけしけつっすぇくうっ «]けぉぇつぬは こさっょぇくくけしすぬ». ╁くけゃぬ 
いぇょせきぇゃてうしぬ, つせすぬ くっ しすけかおくせかしは ゃけいかっ おさぇえくっ-
ゅけ おせしすぇ し ¨かぬゅけえ.

– ╁けす, – こさけすはくせかぇ けくぇ きくっ ぉせすにかおせ こうゃぇ, – 
〈に あっ けこはすぬ せ くぇし ぉにか?

– ]こぇしうぉけ, – こさうくはか は こけょくけてっくうっ, – ╀にか. 
′っす, こさぇゃょぇ: ゃにてっか し しぇきにき つすけ くう くぇ っしすぬ 
さぇしこさっおさぇしくにき くぇしすさけっくうっき, しなっか こうさけあけお – う 
いぇゅさせしすうか. ′っ いくぇの, けすつっゅけ. ‶さけしすう. ╉さけししけゃおう 
ゃけす おせこうか, たけさけてうっ? ╃けぉさけきせ けくう けすつっゅけ-すけ くっ 
けつっくぬ こけくさぇゃうかうしぬ, ぇ すっぉっ おぇお?

– 》けさけてうっ, ‶ぇてぇ, きくっ くさぇゃはすしは. ┿ ゅょっ すゃけえ 
こひし?

– 〈ゃけの おぇさすけておせ けたさぇくはっす. ′っ たけつってぬ こけこさけ-
ぉけゃぇすぬ けすくはすぬ? ╇いゃうくう, けこはすぬ ゅかせこけ てせつせ. ╃ぇ, 
こけえょひき, ぇ すけ ゃょさせゅ くぇ しぇきけき ょっかっ ょせさぇお おぇおけえ 
くぇえょひすしは, こけすけき さぇいぉうさぇえしは し きうかうちうっえ. 

〈ぇお, けく きっくは せゃうょっか, くけ し きっしすぇ ぉっい おけきぇく-
ょに くっ せたけょうす, さぇいゃっ つすけ せかにぉくせかしは こさうゃっすかうゃけ. 
╁しすぇゃ けす ¨かぬゅう しかっゃぇ, は たかけこくせか しっぉは かぇょけくぬの 
こけ くけゅっ. ╃けぉさにえ ぉっいきけかゃくけ けぉっあぇか くぇし こけ おさせ-
ゅせ う しっか ゃけいかっ くけゅう. ╆ぇゅかはょにゃぇっす しくういせ, しゃけう-
きう ぉさけゃはきう-おぇつっかぬおぇきう うゅさせ いぇすっはか: こさぇゃぇは 
– ゃゃっさた, かっゃぇは – ゃくうい, いぇすっき くぇけぉけさけす.  ╇ すぇお 
し こっさうけょうつくけしすぬの しっおせくょ ゃ こはすぬ. ╃せきぇっす, くぇゃっさ-
くけっ, すぇお. ╇ ゃっょぬ しこさけしうてぬ – くっ けすゃっすうす, ぇ つすけ 
すぇおけっ «ゅぇゃ», は すけあっ くっ こけくうきぇの. ╇ こけつっきせ すぇお? 
〈け, つすけ は – つっかけゃっお, ねすけ ゃっょぬ っとひ くっ けこさぇゃょぇ-
くうっ. ╋けあっす, ねすけ せあっ ょうぇゅくけい?

– ╃けぉさにえ, こけいくぇおけきぬしは ゃしひ あっ し ¨かっえ, けくぇ – 
たけさけてぇは, けくぇ – しゃけは. ‶けょけえょう お くっえ, こけくのたぇえ. 
′っす, しすけえ! – う こさうくはかしは ゃにぉうさぇすぬ くぇ しっぉは こけ-
ゃけょけお, おけすけさにき ╃けぉさにえ けおけかぬちっゃぇか くぇし, けぉたけょは 
こけ おさせゅせ, – ′せ う くせ. ¨かぬ, は こさけ こけゃけょけお-すけ いぇ-
ぉにか, ういゃうくう, せ きっくは あっ ゃしっ こけょけこっつくにっ ょぇあっ 
ぉっい けてっえくうおけゃ. ╃けぉさにえ, ゃしひ, うょう, いくぇおけきぬしは. 
╆ぇこけきくう: ¨かは – しゃけは. ¨かは – たけさけてけ. ╇ょう. ┿ すに, 
¨かぬ, くっ ぉけえしは, ゃけいぬきう きっくは いぇ させおせ. 〈ぇお, たけさけ-
てけ. ╃けぉさにえ, しうょっすぬ, – う こけかけあうか させおせ ¨かぬゅう, 
くぇおさにゃ っひ しゃけっえ, すけきせ くぇ ゅけかけゃせ, – ¨かは, すっこっさぬ 
しぇきぇ こけゅかぇょぬ, は こさうゅかはあせ. ╃けぉさにえ, ¨かは – たけさけ-
てけ, ¨かは – しゃけは, くっ くっさゃくうつぇえ, ¨かは – たけさけてけ. 
¨かぬ, たゃぇすうす, きっょかっくくけ せぉっさう させおせ, ぇ すけ けく ぉっし-
こけおけうすしは. ‶けすけき こけゃすけさうき. 

– ╃ぇ くう いぇ つすけ, – ゃにすっさかぇ すぇ こけす しけ かぉぇ, – 
ぁすけ あっ せあぇし おぇおけえ-すけ! ╆ぇつっき? ╋くっ あっ しすさぇてくけ 
ぉにかけ! ┿ っしかう ぉに けく せおせしうか きっくは?
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• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• «[『 ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃かは さぇぉけすに ゃ こ. ╊けしうくにえ すさっ-
ぉせのすしは: しすぇくけつくうお てうさけおけゅけ 
こさけそうかは (すけおぇさくにえ, そさっいっさくにえ), 
けこにす さぇぉけすに けす 3 かっす, きったぇくうお こけ 
さっきけくすせ けぉけさせょけゃぇくうは, せきっの-
とうえ つうすぇすぬ つっさすっあう, けこにす さぇぉけすに 
けす 5 かっす. 8-902-87-40-221 (╁ぇかっさうえ 
′うおけかぇっゃうつ), 4-68-00.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ すさっぉせっすしは 
ゃけょうすっかぬ おぇす. «╁» くぇ ぇゃすけきけぉうかぬ 
させおけゃけょうすっかは (╂┿╆-31105), けこにす 
こさけそっししうけくぇかぇ, ぉっい ゃ/こ, けす 30 ょけ 
50 かっす. ╊のぉうすっかっえ くっ ぉっしこけおけうすぬ. 
8-904-54-41-305.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぉけさとうお ‶╁》-おけくしすさせおちうう, 
け/さ けぉはいぇすっかっく. 8-950-20-95-867.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊うちっくいうさけゃぇくくにっ けたさぇくくうおう. 
8-952-73-73-835, 8-922-15-90-144.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ-ねおしこっょうすけさ, おぇす. 
«]». 8-902-26-28-458.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ しぇかけく おさぇしけすに くぇ 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 ぇょきうくうしすさぇすけさ, 
いくぇくうっ ‶╉, «1]». 8-912-22-95-505.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けしこうすぇすっかぬ ゃ きうくう-しぇょうお. 
2-3 さぇいぇ ゃ くっょっかの. ′ぇかうつうっ しぇく. 
おくうあおう. 8-902-27-45-093. 

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち, き-く «‶さけょせおすに». 
8-912-24-13-880.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ]さけつくけ! 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! 2-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 
せか. ‶さけかっすぇさしおぇは. 8-908-92-71-559.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 
14. 8-953-38-61-537.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-912-66-
67-219.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. 8-961-76-29-635.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ¨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,  
せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-
331.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしに ゃ ぇさっくょせ. 8-922-10-

49-103.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇくお しくうきっす 1-おけきく. おゃ. ょかは 
しけすさせょくうおけゃ. 8-912-20-04-676.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ, くっぉかぇゅ. ゃ ょっさっゃ. 
ょけきっ, 15 き2, うかう きっくはの くぇ しぇょ. 
8-908-63-04-935.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 
4, 3/5, おけきくぇすに ういけかうさ. 『. 1950 
す.さ. 8-950-65-65-476.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. 
ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 37, 3/3, S – 
58,7 き2 (20/14/9), ぇゃすけくけきくけっ 
けすけこかっくうっ. ‶さうかぇゅぇっすしは おぇこ. 
ゅぇさぇあ. 『っくぇ ょけゅけゃけさくぇは. 8-904-
38-21-734.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 
72/44/9, 2/3. 213-54-70.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, くぇこさけすうゃ ょぇきぉに, 9 しけす., 
くけゃにえ ょけき, 6た9, ぉぇくは 6た7, ゅぇさぇあ, 
しおゃぇあうくぇ, くぇしぇあょっくうは, さはょけき 
さっおぇ, かっし. 『. 2000 す.さ. 8-952-72-
89-396.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉/し «′うゃぇ», 6 しけす., ねか-ゃけ, ゅぇい. 
『. 550 す.さ. 8-922-17-99-283.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ こけ かっしすくうちぇき. 8-963-

03-59-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき, せしすぇくけゃうき さってっ-
すけつくにっ いぇぉけさに うい こさけそくぇしすう-
かぇ. ╀にしすさけ, おぇつっしすゃっくくけ. 8-908-
91-22-104.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇくう こけょ おかのつ. 8-952-72-72-906.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しすぇくけゃおぇ けおけく, ょゃっさっえ. 
╊のぉにっ しすさけうすっかぬくにっ, しぇくすった., 
ねかっおすさけ. さぇぉけすに. ╀にしすさけ. ′っょけ-
さけゅけ. 8-904-17-03-062.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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).

[╄╉╊┿╋┿

• ぃさ. せしかせゅう. 8-922-20-14-335.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂けかせぉう くぇ しゃぇょぬぉせ. 8-904-98-

15-455.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけゃけかけおぇ: ゃはいぇかぬくぇは, おけ-
かのつぇは, ぇさきぇすせさぇ. (34369) 4-24-
24, (343) 213-213-4, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けた. 8-922-10-29-462.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけこっさっゃけいおぇ けす 1 おゅ ょけ 3 
す. 8-953-38-35-602.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉┿╋┿╆ (ぉけさす) 6 き, 10 す. 
8-950-19-07-526.

[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè
8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく 
くぇ ょけきせ. 8-902-26-24-622.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 

させぉ./つ. 8-904-54-32-354.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.). ╉けくしおうえ 
くぇゃけい ゃ きっておぇた, せか. ]ゃけぉけょに, 
71. 8-906-80-63-304.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さぇいょくけゃぇくうっ 10-かっすうは ╃ね-
くぇし ╋] しけしすけうすしは 17 ぇこさっかは 
ゃ きせい. ておけかっ. ╀うかっすに こけ 30 さ. 
きけあくけ こさうけぉさっしすう ゃ ╃ねくぇし-ちっく-
すさぇた: せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 17, せか. 』ぇ-
こぇっゃぇ, 40 (こさけそ. ╀╆]╉).

[╄╉╊┿╋┿

╁ぇおぇくしうう′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

31 ìàðòà
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╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-

529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-
145.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ おけかけすにっ, けす 900 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 8-963-85-16-343.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

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

[╄╉╊┿╋┿

• «〉┿╆», 2001 ゅ.ゃ. 8-922-61-14-710.
[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

• ╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 【うくけきけくすぇあおせ. 8-904-98-15-455.

[╄╉╊┿╋┿

╀ういくっし 〉すっさう
• ′ぇえょっくけ せょけしすけゃっさっくうっ ゃっすっ-
さぇくぇ すさせょぇ くぇ うきは ╁けさけくうくぇ ╁.′. 
╆ゃけくうすぬ こけ すっか. 8-912-60-16-525.

[╄╉╊┿╋┿
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╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

こうすぇくうっ, ゃさぇつ, しけち. すぇおしう

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

(Üä▲ö ëíßÜö▲: ï¡¿íÑ, ½íÇí£óÖ)

だäñëíöÜë ぢと
(Üä▲ö ëíßÜö▲, 1で 7.7)

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

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

ばäí¡Üçàóî▲
(Öí äÜïöÜ　ÖÖÜú ÜïÖÜçñ, ï ëñí¿áÖÜú äñëïäñ¡öóçÜú äÜç▲üñÖó　)
ばï¿Üçó　:
げ/ä: Ü¡¿íÑ + äëñ½ó　 ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ. ゑ▲ïÜ¡óú ïÜçÜ¡ÜäÖ▲ú ÑÜêÜÑ. 
ゑïñ äñëñëíßÜö¡ó Üä¿íôóçí0öï　. 
ゐñïä¿íöÖÜñ äóöíÖóñ (ÇÜë　ôóú ÜßñÑ)!
ゐñïä¿íöÖí　 ÑÜïöíç¡í (öÜÑí ó ÜßëíöÖÜ): ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, ゐñëñ£Üçï¡óú.
ゎëíâó¡ ëíßÜö▲: 
2 ï½ñÖ▲ ç ÑñÖá (ï 9.00 — 20.00) + 2 ï½ñÖ▲ ç ÖÜôá (ï 21 — 8.00) 
2 ç▲êÜÑÖ▲ê + çÜï¡ëñïñÖáñ çïñÇÑí ç▲êÜÑÖÜú ÑñÖá.
だâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ ïÜî. äí¡ñö äÜ どと づぱ.
ぜñïöÜ ëíßÜö▲: 
ä. でíÑÜç▲ú, で¡¿íÑï¡Üú ¡Ü½ä¿ñ¡ï «ずÜÇÜäíë¡» 
とんと ぢづだぎびんどぽ と ぞんぜ: Öí íçö. ヽ56 Üö. Üïö. «ぜñöëÜ ばëí¿½íü» ÑÜ 
Üïö. «とóëäóôÖ▲ú £íçÜÑ», Öíúöó — だぢどどぎびぜんづとぎど.

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

〈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

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

╀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

[╄
╉╊

┿╋
┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞

• ━┍┃┇┑┄┊┛ ┐ ┊/〞 "ケヱグ┄┊┛" (┑┄┏┋┍─┒┃┉〞)

• ┎┍┋┍┘┌┇┉ ┎┄┉〞┏┞ (┋┒┅┖┇┌〞)

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328
[╄

╉╊
┿╋

┿

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. [╄

╉╊
┿╋

┿

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ [┿╀¨〈¨╃┿〈╄╊╇!
╂〉 "╀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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

〈さっぉせっすしは
〈¨[╂¨╁｠╈ 

‶[╄╃]〈┿╁╇〈╄╊を 
くぇ たけい. すけゃぇさに 
(ゃけいさぇしす けす 23, ぇ/き, 

けこにす さぇぉけすに)
8-922-60-29-777

[╄
╉╊

┿╋
┿

]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ «‶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.
〈っかっそけく ょかは しこさぇゃけお: ゅかぇゃくにえ しこっちうぇかうしす こけ 

ねおけかけゅうう ぇょきうくうしすさぇちうう ╀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, 
すっか. 4-35-55 (¨おしぇくぇ ╀けさうしけゃくぇ ╉うくっゃぇ)

[╄╉╊┿╋┿

][¨』′¨ 
〈[╄╀〉╄〈]ぅ 

けそうし-きっくっょあっさ 
くぇ こけかくにえ 

さぇぉけつうえ ょっくぬ.
╅っくとうくぇ ょけ 40 かっす.

╆くぇくうっ ‶╉, «1]».
╆/こ 11000 させぉ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ
4-61-87 

[╄╉╊┿╋┿

┶┴┩┥┷┩┶┵╃ 
╇》【╋を′‶-

‶〉]《[╉‶』〉╆ぃ′‶
い/こ けす 15000 させぉ.

4-59-50
8-922-15-55-610

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

┐┍└┏〞┌┄┌┇┄┋ ┏┄┆┒┊┛┑〞┑┍━!

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

свидетельство о регистрации 308667408600103

ケ┅┄┓┙┈┉ ┒┐┅┍┅┐ – │┐─┗, ┊─┍┄┈┄─┒ ┌┅┄┈┖┈┍┑┊┈┕ 
┍─┓┊, ┑┅┐┒┈└┈┖┈┐┎│─┍┍┛┉ ┒┐┅┍┅┐ «バ┍┈│┅┐┑┈┒┅┒─ 
ギ┄┈┍┑┒│─», ─┑┒┐┎┏┑┈┕┎┋┎┃.

[╄
╉╊

┿╋
┿

╇〉¨〈╅〉¨ょ ╆╊′『╅╆《【〉ぉ｠ ╈『╅╋╉╅〉, 
╋╊]╅ょぅ¨｠ 【『】╉《】』【『《¨【ゃ』っ ╇ ╉『】╈《‶ 

〈╊』【〉《』【¨!
╂〉 «╀っさっいけゃしおうえ ちっくすさ いぇくはすけしすう» けおぇいにゃぇっす ゅさぇあょぇくぇき 

ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ, すさせょけせしすさぇうゃぇのとうきしは くぇ ゃさっきっくくせの うかう 
こけしすけはくくせの さぇぉけすせ ゃ ょさせゅけえ きっしすくけしすう ぇょさっしくせの こけょょっさあおせ:

╂さぇあょぇくぇき ゃけいきっとぇのすしは さぇしたけょに こけ こっさっっいょせ:

• しすけうきけしすぬ こさけっいょぇ お きっしすせ さぇぉけすに う けぉさぇすくけ;
• しせすけつくにっ ゃ さぇいきっさっ 100 させぉ. いぇ おぇあょにえ ょっくぬ くぇたけあょっくうは ゃ こせすう;
• さぇしたけょに こけ くぇえきせ あうかけゅけ こけきっとっくうは (くっ ぉけかっっ 550 させぉ. ゃ 
しせすおう う くっ ぉけかっっ 3 きっしはちっゃ).

げí ßÜ¿ññ äÜÑëÜßÖÜú óÖâÜë½íîóñú Üßëíàíöáï　 ç ゎば 
«ゐñëñ£Üçï¡óú îñÖöë £íÖ　öÜïöó» äÜ íÑëñïÜ: 

Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. ぢëÜ¿ñöíëï¡í　, 1ゐ.
[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
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äÜÑÇÜöÜç¡í çÜÑóöñ¿ñú
äëóÇ¿íüíñö 
Öí ÜßÜôñÖóñ

çÜÑóöñ¿ñú ¡íö. ゑ.

ゎごゐとんé 
でごでどぎぜん でとごがだと.

げíÖ　öó　 äëÜêÜÑ　ö 
äÜ íÑëñïÜ:

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ]すさけうすっかっえ, 18 «ぇ»

(てゃっえくぇは そぇぉさうおぇ «╀┿[]»)

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

かうちっくいうは わ3367

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀っさっいけゃしおうえ ]〈╉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
すぇおあっ ‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 〉]╊〉╂╇

こけ ょけこけかくうすっかぬくけえ こけょゅけすけゃおっ う
けぉせつっくうの ゃけあょっくうの ぇゃすけきけぉうかは

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,
せか. ╊っくうくぇ, 79 ”ぉ”.

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения – 2 месяца.

╀っさっいけゃしおうえ しこけさすうゃくけ-
すったくうつっしおうえ おかせぉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ′┿╀¨[ ′┿ ╉〉[]｠ ╁¨╃╇〈╄╊╄╈ 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ おぇすっゅけさうう «╁»
(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ).

[╄╉╊┿╋┿

╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 
うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす さっおかぇきけ-
ょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

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

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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66083 〈うさぇあ 3780. ̈ ぉなっき 4 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿ - 4-90-34.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33. 

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

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

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

[╄╉╊┿╋┿
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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)

!

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

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

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

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

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

[╄╉╊┿╋┿

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゐÜëö 5 ö

8-912-62-74-617
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┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706
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ВGBF:GB?! 
ТHEVDH H>BG >?GV! 

3 :IJ?EY (<HKDJ?K?GV?)
K 10-00 >H 17-00 Q:KH<.

Ðàñïðîäàæà ìóæñêîé 
è æåíñêîé îáóâè
 «Âåñíà –2011»,
à òàêæå «Çèìà – 2010» 
îòå÷åñòâåííûõ 
ïðîèçâîäèòåëåé.
Îò 1000 ðóá. è âûøå.

Äâîðåö ìîëîäåæè, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 7

K 10-00 >H 17-00 Q:KH<.K 10-00 >H 17-00 Q:KH<.
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‶け ゃけしおさっしっくぬはき し 3 ぇこさっかは くぇ さにくおっ ぉせょっす 
こさけたけょうすぬ こさけょぇあぇ おせさ-くっしせてっお う きけかけょけお 

し 10-00 ょけ 12-00

う ゃけ ゃすけさくうお 5 ぇこさっかは:
こ. 【うかけゃしおうえ し 10-00 ょけ 12-00
こ. ]ぇさぇこせかおぇ し 13-00 ょけ 14-00
こ. ]すぇさけこにてきうくしお し 15-00 ょけ 16-00
こ. ╉っょさけゃおぇ し 17-00 ょけ 18-00
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』ぇしに さぇぉけすに:

‶′-‶〈
]╀
╁]

し 9 ょけ 20 つ.

し 10 ょけ 17 つ.

し 10 ょけ 16 つ.


