
‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 3 ぇこさっかは
‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 

くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -1-3, くけつぬの -1+1
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 748 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 4 ぇこさっかは
¨ぉかぇつくけ し こさけはしくっくうはきう, 
ょくひき +6+8, くけつぬの +2+4
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 7 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 741 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 5 ぇこさっかは
¨ぉかぇつくけ し こさけはしくっくうはきう,

ょくひき +6+8, くけつぬの 0-2
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 749 きき さす.しす.
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〉かっすぇのとうっ ゃ くけつくけっ くっぉけ うしおさに おけしすさぇ, 
こっしくう こけょ ゅうすぇさせ う さのおいぇおう ゃ こけたけょくにた こぇ-
かぇすおぇた, さぇいぉうすにた ゃ くっこさけたけょうきけえ すぇえゅっ, – け 
すぇおけえ さけきぇくすうつっしおけえ あういくう ゅっけかけゅけゃ きっつすぇのす 
しっゅけょくは… しぇきう ゅっけかけゅう. 〈っこっさぬ けくう, しうょは いぇ 
おけきこぬのすっさけき う うしこけかぬいせは しけゃさっきっくくにっ ぇくぇかう-
すうつっしおうっ こさけゅさぇききに, ょっかぇのす けすおさにすうは こさはきけ 
ゃ おぇぉうくっすぇた.

– ぁすけ すけあっ ゃけいきけあくけ, – しけゅかぇてぇっすしは ゅかぇゃくにえ 
ゅっけかけゅ ╀っさひいけゃしおけゅけ させょけせこさぇゃかっくうは ┿かっゃすうくぇ 
′うおけかぇっゃくぇ 〈さけておうくぇ. – ╁ けしくけゃくけき きに せあっ くっ 
させおぇきう う くけゅぇきう さぇぉけすぇっき, ぇ きけいゅぇきう, こっさっさぇ-
ぉぇすにゃぇは うくそけさきぇちうけくくにえ きぇすっさうぇか, ょけぉにすにえ 
う しけぉさぇくくにえ くぇてうきう こさっょてっしすゃっくくうおぇきう. 

]おぇあっき, くぇ しすぇさけえ, しけゃっすしおうた ゃさっきひく, おぇさすっ 
けぉけいくぇつっくぇ あっかっいくぇは てかはこぇ, ぇ ねすけ こけうしおけゃにえ 
こさういくぇお きっょくけ-おけかつっょぇくくにた きっしすけさけあょっくうえ, 
ゅょっ きけあっす くぇたけょうすぬしは いけかけすけ. ╆くぇつうす, くぇき すせょぇ 
う くぇょけ! ]っえつぇし ぉっさひいけゃしおうっ ゅっけかけゅう くぇつうくぇのす 
ょっえしすゃけゃぇすぬ くっ すけかぬおけ ゃ ゅけさっ, くけ う くぇ こけゃっさたくけ-
しすう, こさうつひき, くぇ つせあけえ しすけさけくおっ: こさっょこさうはすうっ 
ゃにうゅさぇかけ すっくょっさ くぇ さぇいさぇぉけすおせ 》ぇぉせくうくしおけゅけ 
きっしすけさけあょっくうは, つすけ ゃ 20 おうかけきっすさぇた けす ╉う-
さけゃけゅさぇょぇ. ]ゃけっえ させょに きぇかけ? 》ゃぇすぇっす, すけかぬおけ 
せ くぇし し こけゃっさたくけしすう っひ くっ ゃけいぬきひてぬ: おさせゅけき 
あうかにっ いぇしすさけえおう, ゃけょけけたさぇくくぇは うかう いっかひくぇは 
いけくぇ, こさうたけょうすしは ょさぇゅきっすぇかか ょけぉにゃぇすぬ し ゅかせぉう-
くに ぇあ 512 きっすさけゃ. ┿ くぇ しっゃっさっ けくけ かっあうす くっ-
すさけくせすけっ くぇ けすきっすおっ ゃ くけかぬ きっすさけゃ. ╇い すぇおけえ 
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ぁすけす おさけおけうす うい くぇてっゅけ いくぇきっくうすけゅけ 
おさけおけうすけゃけゅけ てせさそぇ くっょぇゃくけ こけこけか-
くうか きうくう-おけかかっおちうの きうくっさぇかけゃ ゅっけ-
かけゅうつっしおけゅけ けすょっかぇ

させょに きっすけょけき おせつくけゅけ ゃにとっかぇつうゃぇくうは ╀[〉 ぉせ-
ょっす こけかせつぇすぬ ぉけかっっ ょってひゃけっ いけかけすけ. ┿ こっさゃけ-
こさけたけょちぇきう, おぇお う こけかけあっくけ, しすぇくせす ゅっけかけゅう: 
うき ゃっしすう こけうしおけゃけ-けちっくけつくにっ う さぇいゃっょけつくにっ 
さぇぉけすに, つっさっい すさう ゅけょぇ けくう ゃにくっしせす しゃけえ ゃっさ-
ょうおす こけ いぇこぇしぇき ょさぇゅきっすぇかかぇ くぇ 》ぇぉせくうくしおけき 
きっしすけさけあょっくうう. 

′け たゃぇすぇっす ょっか てっしすう しこっちうぇかうしすぇき ゅっけかけ-
ゅうつっしおけゅけ けすょっかぇ う くぇ さけょくけき こさっょこさうはすうう: 
しっゃっさくぇは, いぇこぇょくぇは う ゃけしすけつくにっ つぇしすう させょくけ-
ゅけ こけかは ゃこけかくっ こっさしこっおすうゃくに. ╀けかっっ すけゅけ, くぇ 
ゅかせぉうくっ くうあっ 512 きっすさけゃ くぇたけょうすしは  25 こさけ-
ちっくすけゃ ゃしった いぇこぇしけゃ いけかけすぇ, つうしかはとっゅけしは くぇ 

ぉぇかぇくしっ させょくうおぇ. 』すけぉに ゃいはすぬ ねすけ ぉけゅぇすしすゃけ, 
くぇょけ ゃけししすぇくけゃうすぬ おけゅょぇ-すけ こさけえょっくくにえ, ぇ すっ-
こっさぬ いぇすけこかっくくにえ  ゅけさういけくす 712 きっすさぇ. ╃かは 
しゃっょっくうは: きくけゅけ かっす くぇいぇょ しおゃぇあうくに こさけぉせさう-
かう くぇ ゅかせぉうくせ ゃ 912 きっすさけゃ, おっさくに こけおぇいぇかう: う 
すぇき しゃっさおぇっす あひかすにえ きっすぇかか. 

╆くぇつうす, ぉせょっす さぇぉけすぇ つっさっい ょっしはすうかっすうは 
‶ぇゃかせ ╇ゃてうくせ う ┿かひくっ ╂うかぬそぇくけゃけえ, ゃに-
こせしおくうおぇき そぇおせかぬすっすぇ ゅっけかけゅうう う ゅっけそういうおう 
〉さぇかぬしおけゅけ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ ゅけさくけゅけ せくうゃっさ-
しうすっすぇ, こさうてっょてうき さぇぉけすぇすぬ ゃ ╀[〉 けしっくぬの 
こさけてかけゅけ ゅけょぇ. ╋けかけょにっ しこっちうぇかうしすに しさぇいせ 
ゃこうしぇかうしぬ ゃ おけかかっおすうゃ けこにすくにた さぇいゃっょつうおけゃ 
くっょさ, ぇ すっ すけあっ ょけゃけかぬくに: くぇょけ あっ おけきせ-すけ 
こっさっょぇゃぇすぬ けこにす. ┿ けく くぇさぇぉぇすにゃぇっすしは ょけか-
ゅうきう ゅけょぇきう, さっぉはすぇ せあっ こけくはかう ねすけ. ‶ぇゃっか 
– こけすけきしすゃっくくにえ ゅけさくはお: っゅけ けすっち – けぉけゅぇすう-
すっかぬ. ┿かひくぇ あっ ゃにぉさぇかぇ こさけそっししうの こさけしすけ こけ 
ゃっかっくうの ょせてう. 【ぇたすに たけすぬ う こけぉぇうゃぇっすしは, くけ 
せあっ けつぇさけゃぇくぇ っの.  

]っゅけょくは ゅっけかけゅ – さっょおぇは こさけそっししうは, う, つすけ 
ゅさったぇ すぇうすぬ, くっ けつっくぬ こけこせかはさくぇは しさっょう きけ-
かけょひあう. ╁ くっひ うょせす かのょう しっさぬひいくにっ, ょっかけゃにっ, 
くけ ゃ つぬっえ ょせてっ くっ せゅぇし けゅけくぬ さけきぇくすうおう. ¨くう, 
さぇいにしおうゃぇは «おかぇょに» つっさっい おけきこぬのすっさくにっ 
こさけゅさぇききに, ゅけすけゃに たけすぬ しっえつぇし くぇょっすぬ  すはあひ-
かにっ さのおいぇおう う けすこさぇゃうすぬしは ゃ いっかひくせの すぇえゅせ, ゃ 
こけかっ けすおさにゃぇすぬ すぇえくに こさうさけょに. ╇ こせしすぬ うき くっ 
さぇい せかにぉくひすしは そけさすせくぇ!           
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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÷.

‶さけぉかっきぇ ゃけいさけあょっくうは きせいっは 
ぉにかぇ こっさゃけえ ゃ こけゃっしすおっ ょくは こぇかぇ-
すに. ╉さけきっ いぇゃっょせのとっえ ╇さうくに ╋ぇお-
しうきけゃけえ, こさうしせすしすゃけゃぇかう こさっょしすぇ-
ゃうすっかう きうくうしすっさしすゃぇ おせかぬすせさに う 
けぉかぇしすくけゅけ おさぇっゃっょつっしおけゅけ きせいっは. 
]こっちうぇかうしすに うい けぉかぇしすう ぉにかう こさう-
ゅかぇてっくに ょかは けぉしせあょっくうは こさけぉかっ-
きに ゃけししすぇくけゃかっくうは いょぇくうは きせいっは 
うかう おぇおうた-かうぉけ ょさせゅうた きっさ, つすけぉに 
けすおさにすぬ っゅけ ょかは こけしっすうすっかっえ. ′っ-
おけすけさにっ つかっくに こぇかぇすに ゃにしおぇいぇかう 
こさっょかけあっくうっ こっさっょぇすぬ きせいっえくにっ 
ねおしこけくぇすに うい けぉかぇしすくけえ しけぉしすゃっく-

くけしすう ゃ きせくうちうこぇかぬくせの う せあっ 
ゃこかけすくせの いぇくはすぬしは ゃけいさけあょっくうっき 
うしすけさうつっしおけゅけ ょけしすけはくうは ゅけさけょぇ 
╀っさひいけゃしおけゅけ. ′け しぇきけ いょぇくうっ きせ-
いっは こけ-こさっあくっきせ けしすぇくっすしは ゃ けぉ-
かぇしすくけえ しけぉしすゃっくくけしすう, ぇ いくぇつうす ゅけ-
さけょしおぇは ゃかぇしすぬ くっ こさけしすけ くっ きけあっす, 
くけ う こさぇゃぇ くっ うきっっす いぇくうきぇすぬしは っゅけ 
さっきけくすけき. ╉さけきっ すけゅけ, ういきっくうすぬ 
そけさきせ しけぉしすゃっくくけしすう きせいっは けいくぇ-
つぇっす しゃけうきう させおぇきう かうてうすぬ っゅけ 
そうくぇくしうさけゃぇくうは う こけょょっさあおう きう-
くうしすっさしすゃぇ おせかぬすせさに う けぉかぇしすくけゅけ 
おさぇっゃっょつっしおけゅけ きせいっは. ╄しかう ょさせゅうた 

[╄【┿〈を [¨╃′｠╋
《ぇさうす ′┿╀╇〉╊╊╇′, ゅっくょうさっおすけさ 
╀っさひいけゃしおけゅけ させょけせこさぇゃかっくうは
‶さぇた こさっょおけゃ すさっゃけあうすぬ くう お つっきせ. ぁすけ 

きけひ かうつくけっ すゃひさょけっ せぉっあょっくうっ. ╃ぇ, ╀させしくう-
ちにく しょっかぇか きくけゅけ う ょかは [けししうう, う ょかは くぇてっゅけ 
ゅけさけょぇ, くけ こけつっきせ-すけ さけょくにっ こけたけさけくうかう っゅけ 
うきっくくけ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ, ぇ くっ ゃ ╀っさひいけゃしおけき, 
いくぇつうす, せ くうた ぉにかう くぇ ねすけ しゃけう こさうつうくに. ¨ょ-
くぇおけ っしかう ぉけかぬてうくしすゃけ あうすっかっえ ぉせょっす いぇ こっ-
さっくけし こさぇたぇ, ぇ くにくっ あうゃせとうっ こけすけきおう ょぇょせす 
くぇ ねすけ さぇいさってっくうっ, すけ しけゅかぇてせしぬ し ねすうき: きくっ 
くっ こさうくちうこうぇかぬくけ, ゅょっ こけかけあうすぬ ちゃっすに くぇ きけ-
ゅうかせ ゃ いくぇお こさういくぇくうは いぇしかせゅ ╊ぬゃぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ. 
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′っょぇゃくけ いぇぉっあぇかぇ ゃ けょうく うい 
きぇゅぇいうくけゃ ゃ ╀っさひいけゃしおけき う こけさぇい-
うかぇしぬ ちっくぇき くぇ きけかけつくにっ こさけょせお-
すに: けくう いぇ ょっくぬ こけょこさにゅくせかう こけつ-
すう くぇ ょっしはすぬ させぉかっえ. «』すけ せ ゃぇし 
し ちっくくうおぇきう?» – ゃ さぇしすっさはくくけしすう 
しこさけしうかぇ こさけょぇゃちぇ. «╁しひ ゃ こけさはょ-
おっ. ╋けかけおけ こけょけさけあぇかけ», – おぇお くう 
つひき くう ぉにゃぇかけ けすゃっすうかぇ あっくとう-
くぇ. ]っゅけょくはてくうっ ちっくに くぇ きけかけおけ, 
おぇさすけそっかぬ, ゅさっつおせ, さぇしすうすっかぬくけっ 
きぇしかけ せょうゃかはのす う きうくうしすさぇ すけさ-
ゅけゃかう, こうすぇくうは う せしかせゅ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう ╃きうすさうは ′けあっくおけ. 
′ぇ ねすけえ くっょっかっ けく ゃきっしすっ し おけ-
きうししうっえ けぉなったぇか くっしおけかぬおけ っおぇ-
すっさうくぉせさゅしおうた しせこっさきぇさおっすけゃ.

– [せおけゃけょうすっかう ょけしすぇすけつくけ 
«こさけたかぇょくけ» けすくけしはすしは お ちっくぇき ゃ 
きぇゅぇいうくっ: «′せ, しすけうす せ きっくは ゅさっつ-
おぇ こけ 120, ぇ きけかけおけ こけ 38 させぉかっえ. 
′せ う つすけ». ¨くう ょぇあっ くっ こにすぇのすしは 
くぇえすう こけしすぇゃとうおけゃ, おけすけさにっ ぉに 
けすょぇかう ねすう こさけょせおすに ょってっゃかっ, – 
ゃにさぇいうか しゃけひ くっょけせきっくうっ ╃きう-
すさうえ ぃさぬっゃうつ くぇ いぇしっょぇくうう 
おけかかっゅうう, おけすけさけっ こさけてかけ ゃ 
きうくせゃてうえ つっすゃっさゅ ゃ ╀っさひいけゃ-
しおけき ゃ ぇおすけゃけき いぇかっ ゅけさけょ-
しおけえ ぇょきうくうしすさぇちうう. 

– 〉 きっくは こさけしぬぉぇ お いぇゃすけさゅけす-
ょっかぇきう, ゃに っいょうすっ こけ きぇゅぇいうくぇき, 
しきけすさうすっ しうすせぇちうの. ╋に ょけかあくに 
しきけすさっすぬ いぇ ちっくぇきう う さっゅせかうさけ-
ゃぇすぬ うた, つすけぉに けくう ぉにかう きうくう-
きぇかぬくにきう ょかは しゃっさょかけゃつぇく, – しおぇ-
いぇか きうくうしすさ. 

′ぇ いぇしっょぇくうう おけかかっゅうう けぉしせあ-
ょぇかう くっ すけかぬおけ こさうつうくに さけしすぇ 
ちっく, くけ う ょけこけかくっくうは ゃ いぇおけく け 
すけさゅけゃかっ, こっさしこっおすうゃに さぇいゃうすうは 
けすさぇしかう. ¨ょくうき うい しぇきにた こさうはす-
くにた きけきっくすけゃ さぇぉけつっゅけ しけゃっとぇくうは 
しすぇかけ くぇゅさぇあょっくうっ いぇき. ょうさっおすけ-
さぇ ¨¨¨ «〈けさゅけゃけゅけ ょけきぇ «[っゅせか» 
うい こけしひかおぇ ╋けくっすくけゅけ ′ぇすぇかぬう 
╇かゅぇすけゃけえ. ‶けつひすくせの ゅさぇきけすせ ╋う-
くうしすっさしすゃぇ すけさゅけゃかう, こうすぇくうは う 
せしかせゅ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ′ぇすぇ-
かぬっ ╁ぇしうかぬっゃくっ ゃさせつうかう いぇ きくけゅけ-
かっすくうえ う こかけょけすゃけさくにえ すさせょ, ゃに-
しけおうえ こさけそっししうけくぇかういき. ′っょぇゃくけ 
けくぇ けすきっすうかぇ しゃけひ 55-かっすうっ. ╃ぇあっ 
きぇゅぇいうく, ゃ おけすけさけき すさせょうすしは ′ぇすぇ-
かぬは ╁ぇしうかぬっゃくぇ くぇいにゃぇっすしは «ぃぉう-
かっえくにえ». ‶さっょぇくくぇは しゃけっえ さぇぉけすっ 
けくぇ しすさっきうすしは, つすけぉに きけくっすくうくちに 
ゃしっゅょぇ くぇたけょうかう ゃ ゅぇしすさけくけきっ ゃしひ 
くっけぉたけょうきけっ う くぇ ちっくに くっ あぇかけ-
ゃぇかうしぬ.

〈さう ┿かうしに: うい ぉせょせとっゅけ, ╆ぇいっさおぇかぬは 
う しすさぇくに ╃せさぇおけゃ  ゃしすさっすうかうしぬ くぇ しちっ-
くっ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう, ゅょっ しけしすけはかしは 
ゃっしひかにえ こさぇいょくうお ょかは ておけかぬくうおけゃ – 
おくうあおうくに うきっくうくに. 

]けすさせょくうおう ゅけさけょしおけえ ぉうぉかうけすっつ-
くけえ しうしすっきに こさうゅかぇしうかう せつっくうおけゃ くぇ-
つぇかぬくにた おかぇししけゃ ておけか わ5, 2 う 33. 

ぃくにっ ぇおすひさに すっぇすさぇかぬくけえ しすせょうう 
«╊のょう う おせおかに» 『っくすさぇ ょっすしおけゅけ すゃけさ-
つっしすゃぇ こさうゅけすけゃうかう ょかは ょっすっえ せゃかっ-
おぇすっかぬくけっ こせすってっしすゃうっ こけ しすさぇくうちぇき 
かのぉうきにた おくうゅ: «┿かうしぇ ゃ しすさぇくっ つせょっし», 
«╂けしすぬは うい ぉせょせとっゅけ» う «╀せさぇすうくけ». 
┿かうしに うい ねすうた こさけういゃっょっくうえ こさけゃっさうかう 
くぇつうすぇくくけしすぬ ておけかぬくうおけゃ ゃ くっしおけかぬおうた 
かうすっさぇすせさくにた ゃうおすけさうくぇた. ╉しすぇすう, ぇ 
ゃに いくぇっすっ, おぇお いゃぇかう すさひた きっょゃっょっえ うい 
けょくけうきひくくけえ しおぇいおう? 

]ぇきぇは たうすさぇは うい ┿かうし – かうしぇ – せきせ-
ょさうかぇしぬ せおさぇしすぬ せ しゃけうた すひいけお しせきけつおせ 
う おけさけぉおせ し かせくくけえ こにかぬの. ╆ぇ ねすけ けくぇ 
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┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 

╊うかうは 《ひょけさけゃくぇ ゃきっしすっ し くぇ-
つぇかぬくうおけき きっしすくけゅけ ╅╉¨, せこさぇゃ-
かはのとっえ おけきこぇくうう «╃けき-しっさゃうし», 
[ぇうしけえ ╃さはゅせくしおけゃけえ しけぉうさぇかう 
こけょこうしう う くぇこさぇゃかはかう すさっゃけあくにっ 
こうしぬきぇ けす あうすっかっえ ╉っょさけゃおう くぇ 
ゃしっゃけいきけあくにっ ぇょさっしぇ. 

– ╋に こうしぇかう かうつくけ こさっいうょっくすせ, 
けく ゃしひ-すぇおう ゃっさたけゃくにえ ゅかぇゃくけおけ-
きぇくょせのとうえ ゃけけさせあひくくにきう しうかぇ-
きう, くけ こうしぬきけ けすこさぇゃうかう こけ おさせゅせ: 
こけかこさっょせ, ぇ こけすけき ゃ 『っくすさぇかぬくにえ 
ゃけっくくにえ けおさせゅ. ¨すすせょぇ こさうてひか けす-
ゃっす, つすけ ゃしっ くけさきに しけぉかのょっくに う 
せすうかういぇちうは ゃっょひすしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう 

し そっょっさぇかぬくけえ こさけゅさぇききけえ, – さぇし-
しおぇいにゃぇっす ╊うかうは 《ひょけさけゃくぇ. 

╁ すけき, つすけ そっょっさぇかぬくぇは こさけ-
ゅさぇききぇ こけ せすうかういぇちうう せしすぇさっゃてうた 
ぉけっこさうこぇしけゃ ょせさくけ こぇたくっす, あうすっかう 
こけしひかおぇ くっ しけきくっゃぇのすしは. ╁ ╉っょさけゃ-
おっ しかせあぇとうっ つぇしすう ゃしひ こけ すけえ あっ 
こさけゅさぇききっ しあうゅぇのす こけさけた. ╅うすっ-
かう ゃっさたくうた ねすぇあっえ ょけきぇ わ19 くぇ 
せかうちっ ]けゃっすしおけえ くぇぉかのょぇかう, おぇお 
おかせぉに ょにきぇ こけょくうきぇかうしぬ こけしかっ 
おぇあょけゅけ ゃいさにゃぇ, しっえつぇし つひさくにた けぉ-
かぇおけゃ くっす, くけ おっょさけゃちっゃ ぉっしこけおけうす 
くっこさうはすくにえ いぇこぇた. 

– ╋くっ こけおぇいぇかけしぬ, つすけ ゃ おゃぇさすうさっ 

«╃[¨╅┿〈 しすひおかぇ, う ょゃうゅぇっすしは しすけか. ]うかぬくにえ いぇこぇた 
ゃ おゃぇさすうさっ う くぇ せかうちっ. ]くけゃぇ ゃいさにゃぇのす, すさっしくせかけ 

けおくけ». ‶けょけぉくにっ いぇこうしう ゃしすさっつぇのすしは ゃ «ょくっゃくうおっ いっきかっすさは-
しっくうえ» ╊うかうう ╉さぇゃっち, おけすけさにえ けくぇ いぇゃっかぇ, おけゅょぇ ゃいさにゃに くぇ 
こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ ┿ょせえ»  しすぇかう ぉっょけえ ゃしっえ ╉っょさけゃおう. 

╀かぇくおう し すっおしすけき こさけすっしすぇ う 
こけょこうしくにっ かうしすに 

こけ-こさっあくっきせ っしすぬ ゃ けすょっかっ 
さっおかぇきに ╀[ う くぇ くぇてっき 

しぇえすっ bergrad.ru.

ÄÎÐÎÆÅ ÍÅÊÓÄÀ?
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
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いぇこぇたかけ ゅぇいけき, ゃにいゃぇかぇ ぇゃぇさうえくせの 
しかせあぉせ, くけ けくう くうおぇおけえ こさけすっつおう 
くっ くぇてかう, – ゃしこけきうくぇっす ╊. ╉さぇゃっち. 
– ╁にてかぇ ゃ こけょなっいょ – う すぇき すぇ あっ 
ゃけくぬ, ぇ くぇ せかうちっ ぇあ しうくっゃぇ おぇおぇは-
すけ! ╇ ゃっょぬ きに ねすうき ゃけいょせたけき ょに-
てうき, ぇ っしかう ねすけ けこぇしくけ? 

╊うかうは 《ひょけさけゃくぇ けぉさぇとぇかぇしぬ 
ゃ [けしこけすさっぉくぇょいけさ こけ すっかっそけくせ, 
くけ すぇき ゃけこさけしぇきう, しゃはいぇくくにきう し 
ょっえしすゃうはきう ゃけっくくにた, いぇくうきぇすぬしは 
けすおぇいぇかうしぬ.  

‶け きくっくうの たうきうおけゃ, おけくちっくすさぇ-
ちうは ゃっとっしすゃ ゃ ゃけいょせたっ きけあっす ぉにすぬ 
ゃっしぬきぇ ょぇかっおぇ けす ゃさっょくけえ, くけ くけし 

– けつっくぬ つせゃしすゃうすっかぬくにえ けさゅぇく う 
さっぇゅうさせっす ょぇあっ くぇ ねすう いぇこぇたう. 』すけ 
おぇしぇっすしは しけょっさあうきけゅけ いかけゃけくくにた 
ゃにょっかっくうえ: すぇき きけゅせす ぉにすぬ う けお-
しうょに ぇいけすぇ, う くっょけゅけさっゃてうえ こかぇ-
しすうそうおぇすけさ, う しぇあぇ.  〈けつくけ しおぇ-
いぇすぬ, くぇしおけかぬおけ けこぇしっく ょにき, きけあっす 
すけかぬおけ ねおしこっさすういぇ.

]っえつぇし ゃ ╅╉¨ ゃくけゃぬ ゃっょひすしは しぉけさ 
こけょこうしっえ, すっこっさぬ せあっ ゃ こけょょっさあおせ 
くぇてっゅけ ‶さけすっしすぇ. ╁ きぇさすっ あうすっかう 
ゃくけゃぬ こけつせゃしすゃけゃぇかう ょさけあぬ いっきかう, 
けしけぉっくくけ しうかぬくけ すさはしかけ ゃ こっさゃけえ 
こけかけゃうくっ きっしはちぇ. ‶けねすけきせ くっ-
さぇゃくけょせてくにた ゃ こけしひかおっ くっす, しけすくう 
かのょっえ せあっ こけょこうしぇかうしぬ こけょ ‶さけ-
すっしすけき.  〉ゃに,  あうすっかう ╀っさひいけゃしおけゅけ 
くっぇおすうゃくけ こけょょっさあうゃぇのす いっきかは-
おけゃ, こけ-ゃうょうきけきせ, けくう いぇぉにかう け 
しけぉしすゃっくくにた こさけてかけゅけょくうた きせおぇた.

′ぇすぇかぬは ╇かゅぇすけゃぇ うい こけしひかおぇ ╋けくっすくけゅけ

╉┿╉ ╅╇╁╄【を, ‶¨]╄╊¨╉?
"ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ ÂÎÐÛ"

╁ ╋けくっすくけき せつぇしすうかうしぬ おさぇあう おぇさすけそっかは. ╆ぇ ねすせ いうきせ ゃ ╀っさひいけゃしおけっ 
¨╁╃ こけしすせこうかけ しっきぬ いぇはゃかっくうえ けす あうすっかっえ こけしひかおぇ. ′っういゃっしすくにっ, 

ゃいかけきぇゃ いぇきけお, こさけくうおぇのす ゃ はきせ う ゃにくけしはす  ゃきっしすっ し けゃけとぇきう 
ょけきぇてくうっ いぇゅけすけゃおう: しけかっくぬは, ゃぇさっくぬは. ′ぇてう しすさぇあう こけさはょおぇ ゃ さぇし-

すっさはくくけしすう: くう けょくぇ うい おさぇあ くっ さぇしおさにすぇ う せかうお くっ くぇえょっくけ. 
╋けくっすくうくちに, ぉせょぬすっ ぉょうすっかぬくに! 

╄しかう ゃに けぉかぇょぇっすっ うくそけさきぇちうっえ, おけすけさぇは きけあっす こけきけつぬ 
しかっょしすゃうの, いゃけくうすっ こけ すっかっそけくせ 02 うかう 4-82-46, 

おけくそうょっくちうぇかぬくけしすぬ けぉっしこっつっくぇ.

ТРИ АЛИСЫ НА ОДНОЙ СЦЕНЕ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨ 

‶っさっくけしうすぬ うかう くっす きけゅうかせ こっさゃけけすおさにゃぇすっかは さけししにこくけゅけ いけかけすぇ ╊ぬゃぇ  ╀させしくうちにくぇ うい ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅぇ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ? ╋に こさけょけかあぇっき けぉしせあょぇすぬ ねすけす こさけっおす. 〉ゃぇあぇっきにっ つうすぇすっかう, ゃに 
きけあっすっ ゃにしおぇいぇすぬ しゃけひ きくっくうっ けぉ うょっっ こけ すっかっそけくぇき 49036 うかう 44711.

‶┿╋ぅ〈′╇╉ – 〉 【〈¨╊を′╇
[せょけかぬそ 』╇]〈ぅ╉¨╁, 
ぉにゃてうえ ゅかぇゃくにえ きぇさおてっえょっさ ╀[〉
ぅ ぉに こさっょかけあうか こさっょこさうくうきぇすっかはき う けぉとっしすゃっくくけしすう ゅけさけ-

ょぇ ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ こけょせきぇすぬ け こぇきはすくうおっ ╀させしくうちにくせ: おけゃて 
ょさぇゅう, せしすぇくけゃかっくくにえ ゃぉかういう けぉけゅぇすうすっかぬくけえ そぇぉさうおう う こけ-
しゃはとひくくにえ ╊ぬゃせ ╇ゃぇくけゃうつせ,  – ゃっしぬきぇ しおさけきっく, ぉけかっっ すけゅけ, けく 
くぇたけょうすしは ゃ こけかせおうかけきっすさっ けす きっしすぇ けすおさにすうは こっさゃけゅけ さけししにこ-
くけゅけ いけかけすぇ. ‶ぇきはすくにえ いくぇお くぇょけ しすぇゃうすぬ ゃ せしすぬっ ‶っすさけこぇゃかけゃ-
しおけえ てすけかぬくう. ¨ぉ ねすけき ゃ しゃけひ ゃさっきは ゅけゃけさうかぇ う おさぇっゃっょ ]うかぬ-
ゃぇ ]っきひくけゃくぇ ̈ こひくおうくぇ. ╁ ちっかけき お うしすけさうう しかっょせっす けすくけしうすぬしは 
しおさせこせかひいくけ. ╁けす う ゃ こぇきはすくうおっ ╀させしくうちにくせ, っしかう けく ぉせょっす こけ-
しすぇゃかっく, くぇょけ ぉせょっす ょけしすけゃっさくけ けすけぉさぇいうすぬ しせすぬ っゅけ けすおさにすうは, 
ぇ くっ こさけしすけ ゃけょさせいうすぬ くぇ こけしすぇきっくす おぇおせの-かうぉけ きぇてうくせ.

«╆┿ ゃけいさけあょっくうっ きせいっは いけかけすけこかぇすうくけゃけえ こさけきにてかっく-
くけしすう 〉さぇかぇ ゃ くぇてっき ゅけさけょっ ょけかあっく ゃいはすぬしは こけこっつう-

すっかぬしおうえ しけゃっす», – お すぇおけきせ ゃにゃけょせ こさうてかう けぉとっしすゃっくくうおう う 
ねおしこっさすに くぇ いぇしっょぇくうう ¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇかぇすに ╀っさひいけゃしおけゅけ, 
おけすけさけっ しけしすけはかけしぬ くぇ こさけてかけえ くっょっかっ. 

ゃぇさうぇくすけゃ くっ けしすぇくっすしは, お ねすけきせ 
ゃにたけょせ ゃしっゅょぇ きけあくけ こさうぉっゅくせすぬ. 
╉ぇお いぇはゃうかぇ ゃっょせとうえ しこっちうぇかうしす 
きうくうしすっさしすゃぇ おせかぬすせさに う すせさういきぇ 
ぇょきうくうしすさぇちうう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう ╇さうくぇ ╂さったけゃぇ, «くぇき あっ ぉせ-
ょっす かっゅつっ: こさうょひすしは けぉっしこっつうゃぇすぬ 
くっ ょっゃはすぬ きせいっっゃ, おぇお しっゅけょくは, ぇ 
すけかぬおけ ゃけしっきぬ». 》けすは けくぇ すせす あっ 
こけょつっさおくせかぇ, つすけ かうてうすぬしは すぇおけゅけ 
きせいっは, おぇお ぉっさひいけゃしおうえ, ぉにかけ ぉに 
ぉけかぬてけえ こけすっさっえ ょかは けぉかぇしすくけゅけ 
おさぇっゃっょつっしおけゅけ きせいっは.

‶さっょしっょぇすっかぬ ¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇ-
かぇすに ╁うおすけさ ╀ぇぉおうく こけけぉっとぇか さぇ-
いけしかぇすぬ けそうちうぇかぬくにっ けぉさぇとっくうは 
ゃ しけけすゃっすしすゃせのとうっ うくしすぇくちうう し 
けこうしぇくうっき しうすせぇちうう う くぇしすけはすっかぬ-
くけえ こさけしぬぉけえ くっ けすおかぇょにゃぇすぬ ょっかけ 
ゃけいさけあょっくうは きせいっは ゃ ょけかゅうえ はとうお. 

こけこかぇすうかぇしぬ しゃけっえ ゃくってくけしすぬの: 
けぉいぇゃっかぇしぬ さけゅぇきう う せきっくぬてうかぇしぬ 
ゃょゃけっ. ′け せ おぇあょけえ しおぇいおう ょけかあっく 
ぉにすぬ ょけぉさにえ おけくっち, こけねすけきせ ょっすう, 
こけしかっ ょけかゅうた せゅけゃけさけゃ, さってうかう 
こさけしすうすぬ こさけおぇいくうちせ. 

[っぉはす こけさぇょけゃぇかう そけおせしぇきう 
せつぇしすくうおう ちうさおけゃけえ しすせょうう «┿す-
すさぇおちうけく», させおけゃけょうす おけすけさけえ 
╁かぇょうきうさ ╉さっきかひゃ, う すぇくちけさに ぇく-
しぇきぉかは «]けいゃっいょうっ». ╉ぇあょにえ さっ-
ぉひくけお こけかせつうか こけょぇさけお けす そけくょぇ 
«╀かぇゅけ» – ゃけいょせてくにえ てぇさうお. 
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╃けおかぇょ «¨ しぇくうすぇさくけ-ねこうょっきうけかけゅうつっしおけえ 
けぉしすぇくけゃおっ 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 いぇ 
2010 ゅけょ», こけょゅけすけゃかっくくにえ しこっちうぇかうしすぇきう ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ 〈¨ せこさぇゃかっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ う 
そうかうぇかぇ ちっくすさぇ ゅうゅうっくに う ねこうょっきうけかけゅうう, しけ-
しすけうす うい ょゃせた しけかうょくにた おくうゅ う しけょっさあうす くっきぇかけ 
うくすっさっしくけえ う こけかっいくけえ うくそけさきぇちうう. ]っゅけょくは 
きに いくぇおけきうき つうすぇすっかっえ し ょぇくくにきう こけ いぇぉけかっゃぇ-
っきけしすう すさせょけしこけしけぉくけゅけ くぇしっかっくうは. ╄しすぬ け つひき 
こけょせきぇすぬ う さぇぉけすくうおぇき, う さぇぉけすけょぇすっかはき.

╁ 2010 ゅけょせ, こけ ょぇくくにき きっょうちうくしおけえ しすぇすう-
しすうおう, ゃ ╀╂¨ しすさせおすせさぇ いぇぉけかっゃぇっきけしすう し ゃさっ-
きっくくけえ せすさぇすけえ すさせょけしこけしけぉくけしすう (╆╁〉〈) うい-
きっくうかぇしぬ こけ しさぇゃくっくうの し 2009-き. ‶け-こさっあくっきせ  
くぇうぉけかっっ つぇしすけ ゃにょぇのすしは ぉけかぬくうつくにっ かうしすに 
こけ こけゃけょせ いぇぉけかっゃぇくうえ けさゅぇくけゃ ょにたぇくうは. ¨くう 
けしすぇのすしは くぇ こっさゃけき きっしすっ,  うた ょけかは しけしすぇゃかはっす 
38%. ′ぇ ゃすけさけき きっしすっ くぇたけょはすしは いぇぉけかっゃぇくうは 
おけしすくけ-きにてっつくけえ しうしすっきに – 16%. ′ぇ すさっすぬっき 
– いぇぉけかっゃぇくうは しっさょっつくけ-しけしせょうしすけえ しうしすっきに 
(12%): ゃ こさっょにょせとっき ゅけょせ けくう いぇくうきぇかう すけかぬ-
おけ つっすゃひさすけっ きっしすけ. ╃けかは すさぇゃき う けすさぇゃかっくうえ 
しけしすぇゃうかぇ 9% (ゃ 2009-き すさっすぬっ きっしすけ), けさゅぇくけゃ 
こうとっゃぇさっくうは – 4%. 

 ]〈[〉╉〈〉[┿ ╆╁〉〈 ╁ 2010 ╂¨╃〉 
‶¨ ]╊〉』┿ぅ╋ ′╄〈[〉╃¨]‶¨]¨╀′¨]〈╇

〈させょけこけすっさう せ くぇし ゃ けしくけゃくけき うい-いぇ いぇぉけかっゃぇ-
くうえ けさゅぇくけゃ ょにたぇくうは, うた ょけかは しけしすぇゃかはっす 23,3%,  

くぇ ゃすけさけき きっしすっ – すさぇゃきに う けすさぇゃかっくうは, ぇ いぇぉけ-
かっゃぇくうは おけしすくけ-きにてっつくけえ しうしすっきに – くぇ すさっすぬっき, 
いぇぉけかっゃぇくうは しっさょっつくけ-しけしせょうしすけえ しうしすっきに – くぇ 
つっすゃひさすけき, けさゅぇくけゃ こうとっゃぇさっくうは  – こはすけき, くけゃけ-
けぉさぇいけゃぇくうは くぇ てっしすけき きっしすっ.

′ぇぉかのょっくうっ いぇ こけおぇいぇすっかはきう ╆╁〉〈 さぇぉけつうた 
こさけきにてかっくくにた こさっょこさうはすうえ, しすさけうすっかぬしすゃぇ, 
すさぇくしこけさすぇ う しゃはいう こさけゃけょうかけしぬ くぇ 35 おさせこくにた 
う しさっょくうた けさゅぇくういぇちうはた. ¨しくけゃくけえ «ゃおかぇょ» 
ゃ こけおぇいぇすっかはた ╆╁〉〈 ゃくけしはす けぉさぇぉぇすにゃぇのとうっ 
こさけういゃけょしすゃぇ, ちゃっすくぇは きっすぇかかせさゅうは, こさけうい-
ゃけょしすゃけ けぉけさせょけゃぇくうは: くぇ うた ょけかの こさうたけょうす-
しは ぉけかっっ 50% ゃしった しかせつぇっゃ いぇぉけかっゃぇっきけしすう し 
ゃさっきっくくけえ せすさぇすけえ すさせょけしこけしけぉくけしすう. [っいせかぬ-
すぇすに けちっくおう ╆╁〉〈 こけょすゃっさあょぇのす そぇおす くっせょけゃ-
かっすゃけさうすっかぬくけゅけ しけしすけはくうは せしかけゃうえ すさせょぇ くぇ 
けしくけゃくにた ゃうょぇた ょっはすっかぬくけしすう. 〈ぇお, ゃ つひさくけえ 
う ちゃっすくけえ きっすぇかかせさゅうう くぇかうちけ ゃさっょくにっ せし-
かけゃうは すさせょぇ, そけさきうさせのとうっしは ゃ さっいせかぬすぇすっ 
うしこけかぬいけゃぇくうは ゃさっょくにた すったくけかけゅうえ, ゃにしけおけゅけ 
ういくけしぇ けしくけゃくにた しさっょしすゃ こさけういゃけょしすゃぇ. ╃けぉぇ-
ゃうき お ねすけきせ くっぇょっおゃぇすくけっ う くっしゃけっゃさっきっくくけっ 
ゃにはゃかっくうっ いぇぉけかっゃぇくうえ, けすしせすしすゃうっ ねそそっおすうゃ-
くにた こさけそうかぇおすうつっしおうた きっさ う いぇうくすっさっしけゃぇく-
くけしすう さぇぉけすけょぇすっかは ゃ しけたさぇくっくうう いょけさけゃぬは 
さぇぉけすくうおけゃ.  ‶けおぇいぇすっかぬ こさけそっししうけくぇかぬくけえ 
いぇぉけかっゃぇっきけしすう 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 ゃ 2010 ゅけょせ しけしすぇゃうか 4,52 
くぇ 10000 さぇぉけすぇのとうた, つすけ くうあっ せさけゃくは こさけ-
てかけゅけ ゅけょぇ う しさっょくっきくけゅけかっすくっゅけ せさけゃくは. ╄しかう 
し 2005 こけ 2007 ゅけょに けすきっつぇかぇしぬ すっくょっくちうは お 
さけしすせ こさけそっししうけくぇかぬくけえ いぇぉけかっゃぇっきけしすう, すけ 
ょぇかぬてっ こけてかけ っひ しくうあっくうっ. ¨ょくぇおけ ゃ 2009 
ゅけょせ ぉにか いぇさっゅうしすさうさけゃぇく しぇきにえ ゃにしけおうえ せさけ-
ゃっくぬ こさけそっししうけくぇかぬくけえ いぇぉけかっゃぇっきけしすう いぇ 
こけしかっょくうっ しっきぬ かっす. ╁しっ こさけそっししうけくぇかぬくにっ 
いぇぉけかっゃぇくうは ゃ ╀╂¨ けすくけしはすしは お ょけぉにつっ させょ う 
こっしおけゃ ょさぇゅけちっくくにた きっすぇかかけゃ う ゃにはゃかっくに ゃ 

]¨╂╊┿]╇〈╄╊を′┿ぅ おけきうししうは こけ ゃいぇうきけょっえしすゃうの けすくけしう-
すっかぬくけ こさけそうかぇおすうおう いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう しけしすけはかぇしぬ 

くぇ こさけてかけえ くっょっかっ こけょ こさっょしっょぇすっかぬしすゃけき いぇき. ゅかぇゃに こけ しけちう-
ぇかぬくにき ゃけこさけしぇき ¨かぬゅう 【っかせたうくけえ. ¨かぬゅぇ ╁うおすけさけゃくぇ ゃにしかせ-
てぇかぇ こけょさけぉくにっ ゃにしすせこかっくうは いぇうくすっさっしけゃぇくくにた しすけさけく う けぉ-
さぇすうかぇ ゃくうきぇくうっ くぇ くっょけさぇぉけすおう, おけうた けぉくぇさせあうかけしぬ くっきぇかけ.

╃かは けすつひすぇ け こさけょっかぇくくけえ さぇぉけすっ 
う けぉしせあょっくうは ゃけいくうおてうた こさけぉかっき くぇ 
いぇしっょぇくうっ ぉにかう こさうゅかぇてっくに こさっょ-
しすぇゃうすっかう ╋〉╆ ╀『╂╀, ╀っさひいけゃしおけゅけ 
すっささうすけさうぇかぬくけゅけ けすょっかぇ せこさぇゃかっくうは 
[けしこけすさっぉくぇょいけさぇ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう, せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは, おけ-
きうすっすぇ こけ ょっかぇき きけかけょひあう, ちっくすさぇかぬ-
くけえ ぉうぉかうけすっつくけえ しうしすっきに, ぉっさひいけゃ-
しおけゅけ すったくうおせきぇ «‶さけそう» う ょさ. ¨ぉ 
せつぇしすうう けぉとっしすゃっくくにた けぉなっょうくっくうえ ゃ 
こさけそうかぇおすうつっしおけえ さぇぉけすっ さぇししおぇいぇかぇ 
させおけゃけょうすっかぬ おけきうししうう こけ いょさぇゃけ-
けたさぇくっくうの, けぉさぇいけゃぇくうの う おせかぬすせさっ 
¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇかぇすに ╀╂¨ ′ぇょっあょぇ 
╅うゅぇかぬしおぇは. ╋けくうすけさうくゅ けしゃっとっくうは 
ゃけこさけしけゃ いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう ゃ 
しさっょしすゃぇた きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう くぇ-
てっゅけ けおさせゅぇ いぇ こけしかっょくうっ ゅけょ う すさう 
きっしはちぇ こさっょしすぇゃうかぇ しっおさっすぇさぬ いぇしっ-
ょぇくうは  〈ぇすぬはくぇ ╊っけくうょけゃくぇ ┿くうおうくぇ.

╁]╄ – ′┿ ╀¨[を╀〉
 ] «』〉╋¨╈ XXI ╁╄╉┿»

╀っさひいけゃしおけえ 『╂╀ ぉにかけ さっおけきっく-
ょけゃぇくけ ょけ おけくちぇ きぇさすぇ こさっょけしすぇ-
ゃうすぬ こけょさけぉくにえ こかぇく きっさけこさうはすうえ 
こけ こさけそうかぇおすうおっ ╁╇』-うくそっおちうう 
しさっょう さぇぉけすぇのとっゅけ くぇしっかっくうは う けす-
ょっかぬくけ こさけこうしぇすぬ, おぇおうっ こけおぇいぇすっかう 
ょけかあくに ぉにすぬ ょけしすうゅくせすに ゃ さっいせかぬ-
すぇすっ. ′ぇさっおぇくうは ゃにいにゃぇか すけす そぇおす, 
つすけ ╋〉╆ ╀『╂╀ くっょけしすぇすけつくけ ぇおすうゃ-
くけ ゃっょひす けぉしかっょけゃぇくうっ くぇしっかっくうは 
くぇ ╁╇』, ぇ いくぇつうす, ゃにはゃかっくうっ ╁╇』-
うくそうちうさけゃぇくくにた. ┿ せさけゃっくぬ いぇぉけかっ-
ゃぇっきけしすう ╁╇』-]‶╇╃ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう すっき ゃさっきっくっき さぇしすひす.

– ‶かぇく しおさうくうくゅけゃにた うししかっょけゃぇ-
くうえ くぇ ╁╇』 いぇ ゅけょ しけしすぇゃかはっす 9045 
つっかけゃっお. ]っゅけょくは ゃにこけかくっくけ すけかぬおけ 
こけかすけさぇ こさけちっくすぇ けす こかぇくぇ. ╋に ゃに-
しつうすぇかう, つすけ ゃ きっしはち くっけぉたけょうきけ 
けぉしかっょけゃぇすぬ 837 つっかけゃっお. ‶けつっきせ くっ 
ゃにこけかくはのすしは ねすう くけさきに? – こにすぇかぇしぬ 
ょけぉうすぬしは おけくおさっすくけゅけ けすゃっすぇ くぇ ゃけ-
こさけし ¨かぬゅぇ 【っかせたうくぇ.

– ╋に こさうかぇゅぇっき ゃしっ せしうかうは, つすけぉに 
ゃにこけかくうすぬ しおさうくうくゅ: ゃにっいあぇっき くぇ 
こさっょこさうはすうは, ゃっょひき しぇくうすぇさくけ-こさけ-

しゃっすうすっかぬしおせの さぇぉけすせ. ‶さけぉかっきぇ – ゃ 
おさぇえくっ くういおけえ はゃおっ くぇしっかっくうは, – けぉな-
はしくはか こっさゃにえ いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃくけゅけ 
ゃさぇつぇ ]っさゅっえ ′うおけかぇっゃうつ ╉けこすはっゃ.

– 〈ぇお こけゃにてぇえすっ きけすうゃぇちうの かの-
ょっえ, つすけぉに けぉっしこっつうすぬ はゃおせ! [っつぬ 
あっ うょひす け いょけさけゃぬっ, ょせきぇの, ねすけ 
せぉっょうすっかぬくにえ ょけゃけょ. [ぇぉけすぇえすっ しけ 
]ゃっさょかけゃしおうき けぉかぇしすくにき ちっくすさけき 
こけ こさけそうかぇおすうおっ う かっつっくうの ╁╇』-
うくそっおちうう, けくう ゅけすけゃに ぉっしこかぇすくけ 
こけしにかぇすぬ お くぇき きけぉうかぬくにっ こせくおすに 
ねおしこさっしし-すっしすうさけゃぇくうは くぇ ╁╇』. ╃け-
ゅけゃぇさうゃぇえすっしぬ! ╁ こさけてかけき ゅけょせ 
こっさっょゃうあくけえ こせくおす ゃにっいあぇか すけかぬおけ 
けょうく さぇい, う すけ けぉ ねすけき ょけゅけゃぇさうゃぇ-
かぇしぬ ぇょきうくうしすさぇちうは, ぇ くっ きっょうおう, – 
こぇさうさけゃぇかぇ いぇき. ゅかぇゃに.

‶さけぉかっきぇ こさけそうかぇおすうおう ╁╇』-
うくそっおちうう っとひ くっ さぇい ぉにかぇ いぇすさけくせ-
すぇ ゃ たけょっ いぇしっょぇくうは おけきうししうう, ¨かぬ-
ゅぇ 【っかせたうくぇ いぇけしすさうかぇ ゃくうきぇくうっ 
こさうしせすしすゃせのとうた くぇ すけき, つすけ ねすけ いぇ-
ぉけかっゃぇくうっ しっゅけょくは はゃかはっすしは けょくうき 
うい しぇきにた けこぇしくにた う ぉにしすさけ さぇしこさけ-
しすさぇくはっきにた, こけねすけきせ くぇ さぇぉけすせ し くうき 
くせあくけ けぉさぇとぇすぬ けしけぉけっ ゃくうきぇくうっ.

╁¨╊¨′〈┱[┿╋ ′〉╅′┿ 
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‶さけそうかぇおすうつっしおせの さぇぉけすせ – おぇお 
こけ ╁╇』-うくそっおちうう, すぇお う ゃ ちっかけき こけ 
いょけさけゃけきせ けぉさぇいせ あういくう – ゃっょせす う 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ せつさっあょっくうは (ておけ-
かに, すったくうおせきに). 〈ぇお, こけ しかけゃぇき くぇ-
つぇかぬくうおぇ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは 
┿かっおしっは ╀さぇすつうおけゃぇ, こさけそうかぇおすうおけえ 
こけ さぇいかうつくにき きっすけょうおぇき けたゃぇつっくけ 
しすけ こさけちっくすけゃ せつぇとうたしは ておけか  う つせすぬ 
きっくぬてっ – こさうきっさくけ ょっゃはくけしすけ こさけ-
ちっくすけゃ – ょっすっえ ゃ ょっすしおうた しぇょぇた. ぁすけ 
こけおぇいぇすっかう ゃにしけおうっ, けょくぇおけ くっけぉたけ-
ょうきけ せしうかうゃぇすぬ さぇぉけすせ しさっょう さけょうすっ-
かっえ, しけいょぇゃぇすぬ せしかけゃうは ょかは せつぇしすうは ゃ 
くっえ う そけさきうさけゃぇすぬ きけすうゃぇちうの.

╆ぇき. ょうさっおすけさぇ こけ せつっぉくけ-ゃけしこうすぇ-
すっかぬくけえ さぇぉけすっ ぉっさひいけゃしおけゅけ すったくうおせ-
きぇ «‶さけそう» ╁うおすけさ ╄そうきけゃ さぇししおぇ-
いぇか け こさけゅさぇききっ «‶けかっいくぇは こさぇおすうおぇ 
– さっぇかぬくぇは ぇかぬすっさくぇすうゃぇ» きうくうしすっさ-
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しすゃぇ けぉさぇいけゃぇくうは [《 こけ こさけそうかぇおすう-
おっ いぇぉけかっゃぇっきけしすう ╁╇』-]‶╇╃, せしこって-
くけ さっぇかういせっきけえ ゃ せつっぉくけき いぇゃっょっくうう 
くぇ せさけおぇた おせかぬすせさに ぉっいけこぇしくけしすう 
あういくっょっはすっかぬくけしすう, ぇ いぇゃ. けすょっかけき 
こけ ょっかぇき きけかけょひあう ぇょきうくうしすさぇちうう 
けおさせゅぇ ╇さうくぇ ‶けくけきぇさひゃぇ けいくぇおけきう-
かぇ つかっくけゃ おけきうししうう し しせすぬの ゅけさけょ-
しおけゅけ こさけっおすぇ «╋っあょせ くぇきう, ょっゃけつおぇ-
きう», ゃ さぇきおぇた おけすけさけゅけ し ょっゃせておぇきう 
18-20 かっす こさけゃけょはすしは ぉっしっょに くぇ すっきに 
«╆くぇすぬ, つすけぉに あうすぬ», «‶さっょつせゃしすゃうっ 
かのぉゃう», «]っきぬっゃっょっくぬっ» う す.ょ. – け 
かのぉゃう, ゃかのぉかひくくけしすう, ゃしすせこかっくうう ゃ 
こけかけゃにっ けすくけてっくうは う «こけょゃけょくにた 
おぇきくはた» くぇ ねすけき こせすう.

] さぇししおぇいけき け さっぇかういぇちうう けぉ-
かぇしすくけゅけ こさけっおすぇ «╀せょぬ いょけさけゃ!» ゃ 
くぇてっき けおさせゅっ ゃにしすせこうかぇ ′ぇょっあょぇ 
╅うゅぇかぬしおぇは – こさっょしっょぇすっかぬ けさゅ-
おけきうすっすぇ こさけっおすぇ. ¨くぇ くぇゅかはょくけ 
– し うしこけかぬいけゃぇくうっき おけきこぬのすっさくけえ 
こさっいっくすぇちうう う ょっきけくしすさぇちうっえ しくは-
すけゅけ ょっすぬきう ゃうょっけさけかうおぇ – こけおぇいぇ-
かぇ, おぇお てうさけおけ う し おぇおうき さゃっくうっき 
けぉとっしすゃっくくけしすぬ きけあっす さぇぉけすぇすぬ こけ 
こさけこぇゅぇくょっ いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あうい-
くう. ╃っはすっかぬくけしすぬ ゃ さぇきおぇた こさけっおすぇ 
ぉにかぇ けょけぉさっくぇ ¨かぬゅけえ 【っかせたうくけえ. 

╁ たけょっ さぇいゅけゃけさぇ ゃにはしくうかけしぬ, つすけ 
きくけゅけ おぇつっしすゃっくくにた うくそけさきぇちうけく-
くにた きぇすっさうぇかけゃ こけ こさけこぇゅぇくょっ いょけ-
さけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう う こさけそうかぇおすうおっ 
しけちうぇかぬくけ いくぇつうきにた いぇぉけかっゃぇくうえ (ゃ 
つぇしすくけしすう, ╁╇』-]‶╇╃) さぇいさぇぉけすぇくけ 
しこっちうぇかうしすぇきう ちっくすさぇかういけゃぇくくけえ 
ぉうぉかうけすっつくけえ しうしすっきに. ¨ょくぇおけ ゃけい-
きけあくけしすう さぇしこさけしすさぇくっくうは ねすけえ かう-
すっさぇすせさに ゃっしぬきぇ けゅさぇくうつっくに.

– 〉 くぇし さぇいさぇぉけすぇくけ こけさはょおぇ すさう-
くぇょちぇすう ういょぇくうえ くぇ すっきせ ╁╇』-]‶╇╃, 
おさけきっ すけゅけ, きに しつうすぇっき ゃぇあくにき くっ 
すけかぬおけ こさけそうかぇおすうおせ, くけ う すっさこうきけっ 
けすくけてっくうっ お すっき, おすけ せあっ いぇぉけかっか, こけ-
ねすけきせ つぇしすけ いゃせつうす すっきぇ すけかっさぇくすくけ-
しすう. 〉 くぇし ょぇあっ っしすぬ ておけかぇ すけかっさぇくす-
くけしすう, おけすけさぇは こけかぬいせっすしは けゅさけきくにき 
しこさけしけき せ こっょぇゅけゅけゃ う ておけかぬくうおけゃ. 
╄ょうくしすゃっくくぇは こさけぉかっきぇ – きぇかけ ゃけい-
きけあくけしすっえ ょかは すうさぇあうさけゃぇくうは うい-
ょぇくうえ. ╁ けしくけゃくけき, きに さぇいょぇひき かう-
すっさぇすせさせ せつぇしすくうおぇき きっさけこさうはすうえ う 
けしすぇゃかはっき ゃ しすっくぇた ぉうぉかうけすっおう, – ゅけ-
ゃけさうす ょうさっおすけさ ╀っさひいけゃしおけえ ちっくすさぇ-
かういけゃぇくくけえ ぉうぉかうけすっつくけえ しうしすっきに 

]ゃっすかぇくぇ ╋うたぇえかけゃくぇ ╂さうてうくぇ.
〈ぇお おぇお ゃ さぇしこけさはあっくうう せこさぇゃかっ-

くうは けぉさぇいけゃぇくうは うきっっすしは さういけゅさぇそ, 
┿.╁.╀さぇすつうおけゃせ ぉにかけ さっおけきっくょけゃぇ-
くけ こけえすう くぇゃしすさっつせ しこっちうぇかうしすぇき 
ぉうぉかうけすっつくけえ しうしすっきに う こけきけつぬ ゃ 
すうさぇあうさけゃぇくうう こさけそうかぇおすうつっしおうた 
きぇすっさうぇかけゃ, おけすけさにっ きけあくけ さぇしこさけ-
しすさぇくうすぬ こけ せつさっあょっくうはき けおさせゅぇ.

╀╄]‶┿]‶¨[〈′┿ぅ [┿╉¨╁┿ぅ 
〉╂[¨╆┿

╆ぇてかぇ さっつぬ う け こさけそうかぇおすうおっ 
おぇくちっさけゅっくくにた いぇぉけかっゃぇくうえ 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: こけ しすぇすうしすうおっ, しきっさすくけしすぬ 
けす いかけおぇつっしすゃっくくにた くけゃけけぉさぇいけゃぇ-
くうえ いぇくうきぇっす すさっすぬっ きっしすけ. ╁ぇあくけえ 
しけしすぇゃかはのとっえ こさけそうかぇおすうおう はゃかは-
っすしは こぇしこけさすういぇちうは おぇくちっさけゅっくくにた 
こさけういゃけょしすゃ, おけすけさにた ゃ ╀っさひいけゃしおけき 
ょゃぇょちぇすぬ ょゃぇ. ‶ぇしこけさすういぇちうは こさっょ-
しすぇゃかはっす しけぉけえ, こさけとっ ゅけゃけさは, せつひす 
くぇかうつうは おぇくちっさけゅっくくにた そぇおすけさけゃ ゃ 
けおさせあぇのとっえ しさっょっ – ゃけいょせたっ, ゃけょっ, 
いっきかっ – う おけくすさけかぬ いぇ しけぉかのょっくうっき 
ねすうた こぇさぇきっすさけゃ ゃ こさっょっかぇた くけさきに. 

‶け ょぇくくにき ぉっさひいけゃしおけゅけ すっささうすけ-
さうぇかぬくけゅけ けすょっかぇ せこさぇゃかっくうは [けしこけ-
すさっぉくぇょいけさぇ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう, しっゅけょくは こぇしこけさすぇ うきっのす すけかぬおけ 
すさう のさうょうつっしおうた かうちぇ – こさっょこさう-
はすうっ «]ゃっさょかけゃぇゃすけょけさ», ぇゃすけちっくすさ 
«╊ぇょぇ-╀っさひいけゃしおうえ» う ╆┿¨ «〉╆‶]». 
‶さけぉかっきぇ いぇおかのつぇっすしは ゃ すけき, つすけ し 
2008-ゅけ ゅけょぇ けぉはいぇくくけしすう こけ こぇしこけさ-
すういぇちうう こっさっかけあうかう し させおけゃけょうすっかっえ 
こさっょこさうはすうえ くぇ こかっつう しこっちうぇかうしすけゃ 
[けしこけすさっぉくぇょいけさぇ, «いぇぉにゃ» ゃけけさせ-
あうすぬ うた くっけぉたけょうきにきう さにつぇゅぇきう ゃけい-
ょっえしすゃうは. ╁けす う こけしにかぇのす しぇくうすぇさくにっ 
ゃさぇつう こうしぬきぇ ぉういくっしきっくぇき, ゃっょせす し 
くうきう ぉっしっょに, ぇ こさぇおすうつっしおうた さっいせかぬ-
すぇすけゃ こけおぇ きぇかけ. ‶かけたけ けすおかうおぇのすしは 
ゃかぇょっかぬちに いぇゃけょけゃ くぇ こさういにゃ しゃけうきう 
させおぇきう こけしすぇゃうすぬ しっぉは こけょ おけくすさけかぬ. 
‶さぇゃょぇ, ぉにか こさっちっょっくす, おけゅょぇ ょっは-

すっかぬくけしすぬ こさっょこさうはすうは ぉにかぇ こさうけしすぇ-
くけゃかっくぇ こさけおせさぇすせさけえ いぇ くっうしこけかくっ-
くうっ しぇくうすぇさくけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, くけ 
ねすけ しおけさっっ うしおかのつっくうっ, つっき こさぇゃうかけ.

‶さうしせすしすゃせのとうっ こけこさけしうかう しこっ-
ちうぇかうしすけゃ ぉっさひいけゃしおけゅけ [けしこけすさっぉ-
くぇょいけさぇ さぇいきっしすうすぬ こけかくにえ しこうしけお 
おぇくちっさけゅっくくけ けこぇしくにた こさっょこさうはすうえ 
くぇ しゃけひき しぇえすっ, つすけ う ぉにかけ けぉっとぇくけ. 
] うくすっさっしけき あょひき.

┿くぇかうい さぇぉけすに ぇょきうくうしすさぇちうう 
けおさせゅぇ しけ しさっょしすゃぇきう きぇししけゃけえ うくそけさ-
きぇちうう こけ そけさきうさけゃぇくうの いょけさけゃけゅけ 
けぉさぇいぇ あういくう う こさけそうかぇおすうおっ ╁╇』-
うくそっおちうう こけおぇいぇか, つすけ けしゃっとぇのすしは 
ょぇかっおけ くっ ゃしっ きっさけこさうはすうは, おけすけさにっ 
けさゅぇくういけゃにゃぇのすしは ゃ さぇきおぇた くぇいゃぇく-
くけえ さぇぉけすに. ╋ぇかけ ゃくうきぇくうは せょっかは-
っすしは こさけそうかぇおすうおっ さぇしこさけしすさぇくっくうは 
╁╇』-うくそっおちうう う ょさせゅうた しけちうぇかぬくけ 
いくぇつうきにた いぇぉけかっゃぇくうえ (すせぉっさおせかひい, 
けくおけかけゅうは, しっさょっつくけ-しけしせょうしすにっ いぇ-
ぉけかっゃぇくうは, おかっとっゃけえ ねくちっそぇかうす), ぇ 
ぉけかぬてぇは つぇしすぬ きぇすっさうぇかけゃ ゃ ]╋╇ くけ-
しうす うくそけさきぇちうけくくにえ たぇさぇおすっさ, ぇくぇかう-
すうつっしおうた きぇかけ. ′ぇこさうきっさ, きけあっす ぉにすぬ 
ょぇくけ けぉなはゃかっくうっ け ょくっ ぉけさぬぉに し すせぉっさ-
おせかひいけき, くけ けすしせすしすゃけゃぇすぬ きぇすっさうぇか け 
っゅけ うすけゅぇた. ‶さうしせすしすゃせのとうっ しょっかぇかう 
けつっゃうょくにえ ゃにゃけょ, つすけ し こさっししけえ くせあ-
くけ しけすさせょくうつぇすぬ こかけすくっっ, ゃっょぬ きぇししけ-
ゃけしすぬ – いぇかけゅ せしこってくけえ こさけこぇゅぇくょに.

╇すけゅけき しけゅかぇしうすっかぬくけえ おけきうししうう 
ょけかあくけ しすぇすぬ せしすさぇくっくうっ けぉくぇさせあっく-
くにた くっょけさぇぉけすけお, せしうかっくうっ さぇぉけすに こけ 
こさけこぇゅぇくょっ いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう, 
ぉけかっっ こかけすくけっ しけすさせょくうつっしすゃけ ゃ ねすけき 
くぇこさぇゃかっくうう きっあょせ いぇうくすっさっしけゃぇく-
くにきう ゃっょけきしすゃぇきう. ‶けおぇ おけかうつっしすゃけ 
«せいおうた きっしす» こっさっゃってうゃぇっす こけこにすおう 
こっょぇゅけゅけゃ, こさっょしすぇゃうすっかっえ けぉとっ-
しすゃっくくにた けさゅぇくういぇちうえ う けさゅぇくけゃ ゃかぇ-
しすう ゃにこさぇゃうすぬ しうすせぇちうの. ′け, おぇあっす-
しは, させおけゃけょうすっかう ゅけさけょぇ ゃいはかうしぬ いぇ 
こさけそうかぇおすうおせ ╆¨╅ ゃしっさぬひい. ╀せょっき 
あょぇすぬ おけくおさっすくにた さっいせかぬすぇすけゃ.
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′ぇうきっくけゃぇくうっ こさっょこさうはすうは

╆ぇぉけかっゃぇくうは くぇ 
100 さぇぉけすぇのとうた
╇すけゅけ 

しかせつぇっゃ
╇すけゅけ 
ょくっえ

╆┿¨ «〉╆‶]» 123,03 1640,07

╇‶ ╊けこぇっゃ ┿.╁. 102,74 1038,36
╆┿¨  «╀っさひいけゃしおうえ いぇゃけょ 

しすさけうすっかぬくにた おけくしすさせおちうえ» 84,56 1218,73

¨¨¨ «〉さぇかかぇす» 84,31 1500,00

¨¨¨ «]╄┿╊ う ╉» 82,01 937,41

¨¨¨ «╀っさひいけゃしおけっ させょけせこさぇゃかっくうっ». ╆ょっしぬ 
っあっゅけょくけ さっゅうしすさうさせのすしは しかせつぇう こさけそっししうけ-
くぇかぬくにた いぇぉけかっゃぇくうえ. ╁ 2010 ゅけょせ しすさせおすせさぇ 
こさけそっししうけくぇかぬくけえ こぇすけかけゅうう こさっょしすぇゃかっくぇ 
しかっょせのとうき けぉさぇいけき: 60% しけしすぇゃかはっす ょけかは 
いぇぉけかっゃぇくうえ けさゅぇくけゃ ょにたぇくうは, 40% – ゃうぉさぇ-
ちうけくくぇは ぉけかっいくぬ. ‶さけそっししうけくぇかぬくぇは こぇすけかけ-
ゅうは ゃ ゅさせここっ いぇぉけかっゃぇくうえ けさゅぇくけゃ ょにたぇくうは 
ゃにいゃぇくぇ ゃけいょっえしすゃうっき ぇねさけいけかっえ こさっうきせとっ-
しすゃっくくけ そうぉさけゅっくくけゅけ ょっえしすゃうは. ′けいけかけゅうつっ-
しおぇは そけさきぇ こさっょしすぇゃかっくぇ しうかうおけいけき.

╁ 2010 ゅけょせ 100 こさけちっくすけゃ こさけそいぇぉけかっゃぇ-
くうえ さっゅうしすさうさけゃぇかけしぬ こさう  しすぇあっ さぇぉけすに ゃ 
せしかけゃうはた ゃけいょっえしすゃうは くっぉかぇゅけこさうはすくにた こさけ-
ういゃけょしすゃっくくにた そぇおすけさけゃ 10 かっす う ぉけかっっ. ′ぇう-
ぉけかぬてぇは ょけかは こさけそいぇぉけかっゃぇくうえ こさうたけょうすしは 
くぇ ゃけいさぇしす 45 かっす う しすぇさてっ. ¨おけくつぇすっかぬくにっ 
ょうぇゅくけいに しすけこさけちっくすくけ せしすぇくけゃかっくに こけ さっ-
いせかぬすぇすぇき こっさうけょうつっしおうた きっょうちうくしおうた けしきけ-
すさけゃ. ‶さけそっししうはきう ゃにしけおけゅけ  こさけそっししうけくぇかぬ-
くけゅけ さうしおぇ ゃ こさけてかけき ゅけょせ しすぇかう こさけたけょつうおう, 
ょさけぉうかぬとうおう, ゅけさくけさぇぉけつうっ けつうしすくけゅけ いぇぉけは, 
きぇてうくうしすに ぉせさけゃにた せしすぇくけゃけお.

╁ ちっかけき しうすせぇちうは し こさけそっししうけくぇかぬくけえ いぇ-
ぉけかっゃぇっきけしすぬの けしすぇひすしは くっせょけゃかっすゃけさうすっかぬ-
くけえ ゃ しゃはいう し すっき, つすけ くっ ゃ こけかくけき けぉなひきっ  
けしせとっしすゃかはっすしは こさけういゃけょしすゃっくくにえ かぇぉけさぇ-
すけさくにえ おけくすさけかぬ くぇ こさっょこさうはすうはた ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, さぇぉけすけょぇすっかう くっ 
いぇぉけすはすしは け ょけしすけえくにた せしかけゃうはた すさせょぇ, くっ 
こさけゃけょはすしは  こさけそうかぇおすうつっしおうっ きっさけこさうはすうは, 
ねおしこかせぇすうさせっすしは こさけういゃけょしすゃっくくけっ けぉけさせょけ-
ゃぇくうっ う けしくぇしすおぇ し ゃにしけおけえ ういくけてっくくけしすぬの.    

‶さっょこさうくうきぇっきにっ さぇぉけすけょぇすっかはきう きっさけ-
こさうはすうは くけしはす しこけくすぇくくにえ たぇさぇおすっさ う つぇとっ 
ゃしっゅけ くっ うきっのす こけょ しけぉけえ ょけしすぇすけつくけゅけ けぉけ-
しくけゃぇくうは う くっ こさっょこけかぇゅぇのす ょけしすうあっくうは  
おけくおさっすくけゅけ さっいせかぬすぇすぇ. 

‶[╄╃‶[╇ぅ〈╇ぅ ] ╁｠]¨╉╇╋╇ 
‶¨╉┿╆┿〈╄╊ぅ╋╇ ╆╁〉〈 ╁ 2010 ╂¨╃〉

╁ 2010 ゅけょせ こっさうけょうつっしおうっ きっょうちうくしおうっ 
けしきけすさに さぇぉけすぇのとうた ゃけ ゃさっょくにた う けこぇしくにた 
せしかけゃうはた すさせょぇ ぉにかう けさゅぇくういけゃぇくに くぇ 133 
こさっょこさうはすうはた. ╁しっゅけ くぇ ‶╋¨ けしきけすさっくけ 6,796 
すにしはつう さぇぉけすくうおけゃ, いぇくはすにた ゃけ ゃさっょくにた せしかけ-
ゃうはた すさせょぇ.

‶け さっいせかぬすぇすぇき こっさうけょうつっしおうた きっょうちうく-
しおうた けしきけすさけゃ さぇぉけすぇのとうた ぉにかう ゃにはゃかっくに 
う たさけくうつっしおうっ いぇぉけかっゃぇくうは, くっ しゃはいぇくくにっ 
し こさけういゃけょしすゃっくくけえ ょっはすっかぬくけしすぬの. ‶け-
こさっあくっきせ こっさゃけっ きっしすけ いぇくうきぇのす いぇぉけかっゃぇ-
くうは しっさょっつくけ-しけしせょうしすけえ しうしすっきに (28,1%), 
くぇ ゃすけさけき – いぇぉけかっゃぇくうは おけしすくけ-きにてっつくけえ 
しうしすっきに (11%), くぇ すさっすぬっき – いぇぉけかっゃぇくうは 
けさゅぇくけゃ こうとっゃぇさっくうは (3,9%), くぇ つっすゃひさすけき 
– いぇぉけかっゃぇくうは あっくしおうた こけかけゃにた けさゅぇくけゃ 
(3,3%) う くぇ こはすけき – いぇぉけかっゃぇくうは けさゅぇくけゃ ょに-
たぇくうは (2,6%). 

╁しっゅけ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ すっささうすけさうぇかぬくにえ けす-
ょっか せこさぇゃかっくうは [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ ゃ 2010 
ゅけょせ こけしすせこうかけ 112 ういゃっとっくうえ け ゃにはゃかっくうう 
こけょけいさっくうえ くぇ こさけそっししうけくぇかぬくせの こぇすけかけゅうの, 
こけ おけすけさにき こけょゅけすけゃかっくぇ 51 しぇくうすぇさくけ-ゅうゅうっ-
くうつっしおぇは たぇさぇおすっさうしすうおぇ せしかけゃうえ すさせょぇ. 
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15:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇

16:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

18:00 ╃/《 ¨‶╄[┿『╇ぅ “╂¨╊╊╇╁〉╃”

19:00 ╃/《 【‶╇¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ╁｠【╊╇ ╇╆ ╋¨[ぅ

20:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

21:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╂╇╂┿′〈]╉╇╈ 

╀〉╃╃┿

22:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00 ╃/] ╋¨[]╉┿ぅ ╃╄[╅┿╁┿

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
7.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╉〉》′ぅ»
9.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 》/《 «╋╇╊｠╈, ╃¨[¨╂¨╈, ╊ぃ╀╇╋｠╈, ╄╃╇′-

]〈╁╄′′｠╈...»
12.20 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»
13.20 》/《 «╄】┱ ╊ぃ╀╊ぃ, ╄】┱ ′┿╃╄ぃ]を...»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.30 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»
20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»
21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.30 》/《 «╊╇』′¨╄ ╃╄╊¨ ]〉╃を╇ ╇╁┿′¨╁¨╈»
01.10 〈/] «╉┿╆┿′¨╁┿»
02.05 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»
03.55 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
04.55 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00, 17.00, 04.50 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

12.00 》/《 «′¨』′｠╄ ╆┿╀┿╁｠»

14.50 «〈[╇ ╊ぃ╀╁╇ ╄╁╂╄′╇ぅ ╄╁]〈╇╂′╄╄╁┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «╀╄╊｠╈ ╀╇╋ 』╄[′¨╄ 〉》¨»

03.00 〈/] «╉┿╆┿′¨╁┿»

03.50 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 》/《 «‶[¨]〈┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ»

12.45 «╉╇′¨╀¨╂╇′╇. ]╄╁╄[′｠╈ 》┿[┿╉〈╄[»

13.15 》/《 «╊〉′¨╈ ╀｠╊ ‶¨╊¨′ ]┿╃»

15.15 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00, 04.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «╁┿╋ ╇ ′╄ ]′╇╊¨]を...»

01.15 〈/] «╉┿╆┿′¨╁┿»

02.10 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

05.00 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

5.55 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 «╃╅╄╈╋╇. ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈»

12.00 》/《 «╀¨╋╅╇》┿»

14.00 》/《 «╀¨╋╅╇》┿ 2»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00, 04.30 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»

21.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «]¨╀┿』╇╈ ‶╇[»

01.50 〈/] «╉┿╆┿′¨╁┿»

02.40 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.30 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

8.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

10.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

10.30 ぅ[¨]╊┿╁ ╀¨╈╉¨, ̈ ╊を╂┿ ╊¨╋¨′¨]¨╁┿, ╃┿′╇╇╊ 

]‶╇╁┿╉¨╁]╉╇╈ ╁ ╃╄〈╄╉〈╇╁╄ «¨╃′┿ 

〈╄′を ′┿ ╃╁¨╇》»

18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «][¨』′¨ 〈[╄╀〉╄〈]ぅ ╃╄╃ ╋¨[¨╆!»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 [┿╃╅ ╉┿‶〉[ ╁ ╋╄╊¨╃[┿╋╄ «‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄ ╇...»

03.00 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.50 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.00 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.20 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.30 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

8.30 》/《 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉┿[╇╉┿ ╇ ╁┿╊╇»

10.55 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

11.30 》/《 «╊╄╃╇ ╇ [┿╆╀¨╈′╇╉»

13.00 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を»

14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 》/《 «╊ぃ╀╇╋｠╈ ‶¨ ′┿╈╋〉»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 》/《 «¨′ [┿╆╁¨╃╇〈]ぅ, ¨′┿ [┿╆╁¨╃╇〈]ぅ»

22.30 «╉[┿]¨〈┿ ]‶┿]╄〈..?»

23.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «╇′]‶╄╉〈¨[ ╂┿╇»

01.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.15 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.15 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

7.30 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

8.30 «╃┿』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

9.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

9.45 》/《 «′╄〉╊¨╁╇╋｠╄ ╋]〈╇〈╄╊╇»

11.15 》/《 «′¨╁｠╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ′╄〉╊¨╁╇╋｠》»

12.50 》/《 «╉¨[¨′┿ [¨]]╇╈]╉¨╈ ╇╋‶╄[╇╇»

15.35 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

16.00 》/《 «′╄ ╋¨╂〉 ]╉┿╆┿〈を «‶[¨】┿╈»

18.00 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

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

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 》/《 «╃┿』′╇『┿»

21.25 》/《 «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋]. 》¨╊¨]〈ぅ╉ ′┿ ╁｠-

╃┿′を╄»

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00 》/《 «╆╇╂╆┿╂ 〉╃┿』╇»

01.35 》/《 «╉¨╂╃┿ ╀╄]]╇╊╄′ ╆┿╉¨′»

04.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.25 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
7.00 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃/《 «╊╄╋〉[｠ ╋┿╃┿╂┿]╉┿[┿»
10.55, 12.30 》/《 «╁╄[を〈╄ ╋′╄, ╊ぃ╃╇»
13.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.00 〈/] «〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈ 《[¨′〈»
03.00 》/《 «‶╄[╄╉[╄]〈′｠╈ ¨╂¨′を»
05.00 ‶[¨╂[╄]]

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
7.00 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃/] «╃╅〉′╂╊╇»
11.25, 12.30 》/《 «╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿ ‶[¨╁┿╊»
13.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.05 》/《 «╁｠]〈[╄╊ ╁ ]‶╇′〉»
01.55 》/《 «╁╄[を〈╄ ╋′╄, ╊ぃ╃╇»
04.05 ‶[¨╂[╄]]
05.00 ╃/] «╃╅〉′╂╊╇»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
7.00 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃/] «╃╅〉′╂╊╇»
11.35, 12.30 》/《 «╁ ╉╁┿╃[┿〈╄ 45»
13.25 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
23.55 》/《 «╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿ ‶[¨╁┿╊»
01.25 》/《 «╂¨╊¨]»
03.15 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5
04.50 ╃/] «╃╅〉′╂╊╇»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
7.00 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃/] «╃╅〉′╂╊╇»
11.20, 12.30 》/《 «╃╄[╄╁╄′]╉┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ»
13.40 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
23.55 》/《 «╁ ╉╁┿╃[┿〈╄ 45»
01.15 》/《 «╆┿╁╄】┿′╇╄ ‶[¨《╄]]¨[┿ ╃¨〉ぁ╊ぅ»
03.05 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5
04.40 ╃/] «╃╅〉′╂╊╇»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
7.00 «╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.15, 12.30 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ] ╂╇〈┿[¨╈»
13.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30, 18.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
19.00 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «┿╂╄′〈 ′┿『╇¨′┿╊を′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇»
23.00 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
00.25 》/《 «]╋╄[〈を ′┿ ╁╆╊╄〈╄»
02.15 》/《 «┿╂╄′〈 117. ╋╇]]╇ぅ ╁ [╇¨»
04.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
05.05 ‶[¨╂[╄]]

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.25 》/《 «』〉╃┿╉ ╇╆ ‶ぅ〈¨╂¨ ╀»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 〈/] «]‶[〉〈»

17.55 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇

18.30 ]╄╈』┿]

19.00 〈/] «]╋╄[〈を 【‶╇¨′┿╋. ╉[｠╋»

23.20 〈/] «〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈ 《[¨′〈»

01.30 》/《 «╋′¨╂¨╅╄′╄『»

03.15 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5

04.50 ‶[¨╂[╄]]

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.25 》/《 «′╄╃¨‶┱]¨╉ ′┿‶¨╊╄¨′ III»

9.35 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/] «¨‶┿]′┿ぅ ╁]╄╊╄′′┿ぅ»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00 》/《 «‶[╇]〈〉‶╇〈を ╉ ╊╇╉╁╇╃┿『╇╇»

16.55, 02.05 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇

17.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 〈/] «』╄╊¨╁╄╉ ╁¨╈′｠»

01.05 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

03.10 ╃/] «¨‶┿]′┿ぅ ╁]╄╊╄′′┿ぅ»

04.00 ‶[¨╂[╄]]

04.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

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

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

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «‶¨╃╆╄╋╄╊を╄ ╁╄╃を╋»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 〈/] «╀¨╊を【┿ぅ ′╄《〈を»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30, 05.15 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «‶¨╃╆╄╋╄╊を╄ ╁╄╃を╋»
03.15 》/《 «╉╇′╂]┿╈╆»

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

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╂¨]‶¨╃′ぅ [｠╀┿»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.55 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉╇〈┿╈]╉╇╈ ]╄[╁╇╆»

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

]〈[┿]〈╄╈ - 3»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»

16.30, 02.20 》/《 «╁]〈[╄』′┿ぅ ‶¨╊¨]┿»

18.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «ぅ╋┿╉┿]╇»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00, 05.35 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»

01.30 ╀¨╄╁╇╉ «ぅ╋┿╉┿]╇»

6.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉╇〈┿╈]╉╇╈ ]╄[╁╇╆»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╀┿[｠【′ぅ-╉[╄]〈をぅ′╉┿»

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

]〈[┿]〈╄╈ - 3»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»

16.30, 03.40 》/《 «╁]〈[╄』′┿ぅ ‶¨╊¨]┿»

18.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

19.00, 01.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶¨╀╄╃╇〈╄╊╇ ╇ ╂[╄【′╇╉╇»

21.10 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.10, 05.45 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╈『¨╁]╉¨╄ 【¨〉 «╀╇〈╁┿ ‶¨╃ ╋¨]╉╁¨╈ 3»

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

5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
7:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
7:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
8:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
10:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
11:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
11:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
12:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
12:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
13:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
13:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
14:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
15:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 

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

5:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

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

5:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇

6:20 〈[¨《╄╇ ╇╆ ′¨╁¨╈ ╆╄╊┿′╃╇╇
7:15 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
7:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
8:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
10:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
10:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
11:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
13:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
14:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
14:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
15:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
15:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
16:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
16:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
17:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:15 ┿╋〉′╇『╇ぅ ╇ ]′┿]〈╇
18:50 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈ C ╊┿[[╇ 

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

5:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

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

5:45 ]╊╄╃¨‶｠〈

6:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿

7:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

8:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄

8:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇

9:20 〈[¨《╄╇ ╇╆ ′¨╁¨╈ ╆╄╊┿′╃╇╇

10:15 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋

10:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇

11:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁

11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

12:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇

13:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋

13:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠

14:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

14:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

15:55 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿

16:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

17:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

17:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

18:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄

18:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿

19:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿

19:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

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

20:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿

20:45 ]╊╄╃¨‶｠〈

21:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿

22:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

23:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄

23:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇

0:20 ぃ′｠╄ ¨》¨〈′╇『｠

1:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇

2:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁

2:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

3:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇

4:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋

4:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠

5:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:55 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

7:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

8:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

9:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄

9:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿

10:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿

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

11:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

12:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇

13:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

13:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇

14:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈

14:40 [｠╀┿╉╇-┿╋《╇╀╇╇

15:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

16:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋

17:00 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

17:30 [｠╀′｠╈ ]〈¨╊

17:45 ]╊╄╃¨‶｠〈

18:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿

19:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

20:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

20:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

21:55 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

22:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

23:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
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‶¨ ╂¨[╇╆¨′〈┿╊╇:
7. ぁすけ くっゅけょはえ, おけすけさけきせ くせあくけ すけ, つすけ う きくっ. 8. ┿かぬこうくうしす. 10. ╀けかっいくっくくぇは こさうゃはいぇくくけしすぬ お すっかっそけくせ. 

11. ╆ぇゃしっゅょぇすぇえ すうさぇ. 13. ‶けあぇさけけこぇしくぇは こさうくぇょかっあくけしすぬ ゃけさぇ. 15. ]こぇしぇすっかぬくけっ しせょくけ. 18. ╃っくぬ こけかせつ-
おう. 20. ╉させこくにえ こうしぇすっかぬ. 21. 〈けおしうおけきぇく, こさっょこけつうすぇのとうえ かぇおう. 22. ╋せいにおぇかぬくぇは しすさぇくぇ かっゅっくょぇさくにた 
«ぇさけゃ». 23. ╃っそうし-こっさっさけしすけお. 25. ╋っかおうえ つうくけゃくうお. 27. ╋ぇかっくぬおうえ あっくしおうえ ゅさった. 28. ╇すぇかぬはくしおけっ けぉ-
さぇとっくうっ, こっさっゃけょうすしは おぇお: «きけは ┿くは». 29. ‶けおかけくくうちぇ さねこぇ. 32. [ぇえしおけっ きっしすけ ょかは きうかけえ. 34. ]すけ すぇくちっ-
ゃぇかぬくにた てぇゅけゃ. 35. 《ぇく-おかせぉ ゅさせここに «┿╁╁┿». 36. ╁っしおけっ ょけこけかくっくうっ お かうぉっさぇかぬくけしすう ╅うさうくけゃしおけゅけ. 37. 
[ぇいさってっくうっ くぇ かうちけ うかう きぇしおせ.

‶¨ ╁╄[〈╇╉┿╊╇:
1. [ぇぉけすくうちぇ おけくょうすっさしおけえ. 2. ′っきせいにおぇかぬくにえ うくしすさせきっくす (きっょ.). 3. ╃ゃけえくぇは くけさきぇ. 4. 〉くうすぇい. 5. ′っ-

ゃっさくにえ きせあ. 6. ‶さうひき おうおぉけおしうくゅぇ けす ゃっかうおけゅけ うかかのいうけくうしすぇ. 9. ]けきくうすっかぬくけっ こさけういゃっょっくうっ. 12. ‶さけすっい. 
14. ╃ぬはゃけか おぇお しけぉうさぇすっかぬ ょせて. 16. 〈け あっ つすけ «きはせおぇくぬっ», すけかぬおけ こけ-かのょしおう. 17. 〉こぇょくうつっしおけっ くぇしすさけっくうっ 
(きっょうちうくしお.). 19. ╊けてぇょぬ こさっおかけくくけゅけ ゃけいさぇしすぇ. 20. ╀けゅうくは, しせこさせゅぇ ╋ぇすぇ. 24. ┿くゅっか くぇ こっくしうう. 26. ╀けかっい-
くっくくぇは こさうかうこつうゃけしすぬ, しすさぇしすぬ ぉにすぬ «おぇお» けぉなっおす こさうゃはいぇくくけしすう. 29. ‶さけかっすぇさしおぇは かのぉけゃぬ (させししおけ-ぇくゅか.). 
30. ‶っさっゃけさけす ゅかぇいぇきう こけすっさこっゃてっえ しすけさけくに. 31. ╋っょうちうくしおけっ させゅぇすっかぬしすゃけ (くっ こっさっゃけょうすしは). 33. 〈ぇ, し 
おけすけさけえ いぇゃけょはす てぇてくう. 34. ╀っししけくくうちぇ.

• ╁なっいあぇは ゃ くけゃせの おゃぇさすうさせ, 
こっさゃけえ ゃこせしすうすっ ゃ ょけき ぉけかぬ-
てせの いけかけつひくせの あぇぉせ し きけ-
くっすおけえ ゃけ さすせ. ╆ぇすっき ょさぇおけくぇ, 
すうゅさぇ, つっさっこぇたせ, そっくうおしぇ う 
いきっの. ′ぇ けしすぇゃてっきしは きっしすっ 
さぇしこけかぇゅぇえすっしぬ しぇきう. ¨ぉけさけ-
くはすぬしは きけあくけ ゃっっさぇきう う おさう-
しすぇかかぇきう. 
• ′ぇつうくぇは さっきけくす, こけおさぇしぬすっ 
しっゃっさくせの しすっくせ ゃ しうくうえ ちゃっす, 
のあくせの ゃ おさぇしくにえ, ゃけしすけつくせの 
ゃ いっかっくにえ, いぇこぇょくせの ゃ ぉっかにえ. 
‶けか こけおさぇしぬすっ あひかすにき, ぇ くぇ 
こけすけかけお こけゃっしぬすっ たさせしすぇかぬ-
くせの かのしすさせ. ぅさおうっ, くぇしに-
とっくくにっ ちゃっすぇ けぉっしこっつぇす ゃぇき 
ぉけょさけしすぬ う ょせてっゃくにえ こけょなひき. 
• ′う てぇゅせ ぉっい おけきこぇしぇ – ゃに 
きけあっすっ てぇゅくせすぬ ゃ くっぉかぇゅけ-
こさうはすくけき くぇこさぇゃかっくうう. ╄しかう 
こけおぇいぇくうは おけきこぇしぇ ぉっしこけ-
さはょけつくに – せょぇかうすっ おさせこくにっ 
あっかっいくにっ こさっょきっすに うい しゃけっゅけ 
けおさせあっくうは. 
• ╉さけゃぇすぬ さっおけきっくょせっすしは 
せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ おぇお きけあくけ 
ょぇかぬてっ けす ょゃっさう. ¨ょくぇおけ くっ 
せゃかっおぇえすっしぬ – ゃに さうしおせっすっ 
こさけしくせすぬしは くぇ せかうちっ. 
• ╄しかう ゃぇて しこせすくうお あういくう 
けしすぇゃかはっす あっかぇすぬ かせつてっゅけ, 
こけてかうすっ っゅけ くぇ のゅけ-いぇこぇょ, う 
かせつてうえ こさうょひす. 
• ╄しかう おさけゃぇすぬ ゃ しこぇかぬくけえ 
しすけうす こけょ こけすけかけつくけえ ぉぇか-

おけえ, こけゃっしぬすっ お ねすけえ ぉぇかおっ 
ょゃっ ぉぇきぉせおけゃにっ そかっえすに. ‶っ-
さっょ すっき, おぇお かけあうすぬしは しこぇすぬ, 
けぉっさくうすっ ゅけかけゃせ おさぇしくにき こけ-
かけすっくちっき, こけゃっさくうすっしぬ くぇ しっ-
ゃっさけ-ゃけしすけお う ょせょうすっ ゃ くうた 
し こけかくけえ しぇきけけすょぇつっえ. ╁に-
こけかくはは ねすう さっおけきっくょぇちうう, 
こけきくうすっ, つすけ おさけゃぇすぬ きけあくけ 
こっさっしすぇゃうすぬ. 
• 〈っおせとぇは ゃけょぇ うきっっす しこけしけぉ-
くけしすぬ こさうゃかっおぇすぬ 『う う こさう-
すはゅうゃぇすぬ ょっくぬゅう. ╉ぇお きけあくけ 
つぇとっ こさけゃけょうすっ ゃさっきは ゃ すせ-
ぇかっすっ. ‶けきくうすっ, おさにておぇ せくう-
すぇいぇ ゃしっゅょぇ ょけかあくぇ ぉにすぬ いぇ-
おさにすけえ! 
• ]うきこぇすうつくにえ おけゃさうお せ 
ゃたけょくけえ ょゃっさう こさうゃかっつひす くっ 
すけかぬおけ こけかけあうすっかぬくせの ねくっさ-
ゅうの, くけ う こぬはくけゅけ しけしっょぇ, おけ-
すけさけゅけ くけつぬの くっ こせしおぇのす ょけ-
きけえ. 
• ╂かぇゃくけっ きっしすけ ゃ ゅけしすうくけえ 
くぇたけょうすしは ゃ しぇきけき ょぇかぬくっき う 
すひきくけき せゅかせ けす ゃたけょぇ. ╆ょっしぬ 
すさぇょうちうけくくけ さぇしこけかぇゅぇっすしは 
ゅかぇゃぇ しっきぬう; けすしのょぇ けく ゃうょうす 
ゃたけょくせの ょゃっさぬ, けしすぇゃぇはしぬ くっ-
いぇきっつっくくにき. 
• ╃けあょうすっしぬ, おけゅょぇ しけしっょう 
くぇつくせす けぉせしすさぇうゃぇすぬ ょけき こけ 
こさうくちうこぇき 《っく-【せえ, ういぉぇゃ-
かははしぬ けす くっくせあくにた ゃっとっえ – 
くっ せこせしすうすっ てぇくしぇ くぇおけくっち-すけ 
けぉしすぇゃうすぬ しゃけの おゃぇさすうさせ. 
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•– ′っす, し きけうき きせあっき しけゃっさてっくくけ くっゃけい-

きけあくけ あうすぬ!
– 〈ぇお さぇいゃっょうしぬ!
– ╄とひ つっゅけ! ¨く うしこけさすうか きくっ あういくぬ, ぇ は ょけかあ-
くぇ っゅけ けしつぇしすかうゃうすぬ?!

• ╁にたけょうす うい かっしぇ けたけすくうお. ′ぇゃしすさっつせ っきせ 
ょさせゅけえ:
– ′せ, おぇお?
– ′けさきぇかぬくけ. ╁けす, っあうおけゃ くぇしすさっかはか.
– ╄あうおけゃ?! ╆ぇつっき???
– ╅っくっ くぇ ゃけさけすくうお, すっとっ くぇ しすっかぬおう....

• ╅っくぇ – きせあせ:
– ′っゅけょはえ! ‶けつっきせ, おけゅょぇ きに ししけさうきしは, すに ゃしひ 
ゃさっきは きけかつうてぬ?!

• ╁しすさっつぇのすしは くぇ すけき しゃっすっ ょゃぇ ねかっおすさうおぇ:
– 』すけ, そぇいぇ? – しけつせゃしすゃっくくけ しこさぇてうゃぇっす けょうく. 
– ′っす, いっきかは! – けすゃっつぇっす ょさせゅけえ. 
– ′っ こさうおぇかにゃぇえ, いっきかは くっ せぉうゃぇっす! 
– ╄とひ おぇお せぉうゃぇっす! ¨しけぉっくくけ っしかう こぇょぇってぬ しけ 
しすけかぉぇ ゅけかけゃけえ ゃくうい.

•– ‶ぇこけつおぇ, きぇきぇ こさけしうかぇ, つすけぉに すに たけょうか 
ょけきぇ ぉっい すぇこけつっお, ゃ けょくうた くけしおぇた.
– ‶けつっきせ?
– ¨くぇ こけすっさはかぇ うゅけかおせ う たけつっす っひ くぇえすう.

•– 』すけ けぉにつくけ こぬひす ゃぇて くぇつぇかぬくうお?
   – ′ぇてせ おさけゃぬ!

• ╋せあ – あっくっ:
– 〈に つすけ しけ きくけえ くっ さぇいゅけゃぇさうゃぇってぬ?
– ¨ぉうょっかぇしぬ!
– ′ぇ つすけ?
– ′っ こけきくの!

•– ┿かかけ! ]おぇあうすっ, ぇ し ┿くょさっっき ′うおけかぇっゃう-
つっき きけあくけ こけゅけゃけさうすぬ? 』すけ, ┿くょさっえ ′うおけ-
かぇっゃうつ いぇくはす? ┿ し しっおさっすぇさてっえ っゅけ きけあくけ 
こけゅけゃけさうすぬ? ┿, ┿くょさっえ ′うおけかぇっゃうつ いぇくはす...

• ╋せあうお こさうたけょうす せしすさぇうゃぇすぬしは くぇ さぇぉけすせ. 
╁ けすょっかっ おぇょさけゃ っきせ ゅけゃけさはす:
– ‶っさゃにっ ょゃぇ きっしはちぇ ゃに ぉせょっすっ こけかせつぇすぬ 800 
ょけかかぇさけゃ ゃ きっしはち, ぇ こけすけき – 1000.

- 》けさけてけ, は いぇゅかはくせ お ゃぇき つっさっい こぇさせ きっしはちっゃ.

• ╁ ういょぇすっかぬしすゃっ いぇたけかせしすくけゅけ こさけゃうく-
ちうぇかぬくけゅけ ゅけさけょおぇ きけかけょっくぬおぇは う ゃっしぬきぇ 
しうきこぇすうつくぇは ょっゃせておぇ しうょうす ゃ けそうしっ さっょぇおすけ-
さぇ, う けく ゃくうきぇすっかぬくけ つうすぇっす こさうくっしひくくせの っえ 
させおけこうしぬ. 
[: – ╋ょぇ, ゃっしぬきぇ, ゃっしぬきぇ くっょせさしすゃっくくけ, きぇょぇき 
]うくうちにくぇ... ┿ ゃに さぇくぬてっ つすけ-くうぉせょぬ こうしぇかう 
うかう ねすけ こっさゃけっ こさけういゃっょっくうっ? 
╃: – ╁ こさけてかけき ゅけょせ は くぇこうしぇかぇ ぇゃすけぉう-
けゅさぇそうつっしおせの くけゃっかかせ こけ きけすうゃぇき しゃけうた 
うくすうきくにた こけたけあょっくうえ う こけしかぇかぇ させおけこうしぬ ゃ 
ぉけかぬてけっ ういょぇすっかぬしすゃけ ゃ ╋けしおゃっ. 
[: – ╇くすっさっしくけ, うくすっさっしくけ... ╇ つすけ あっ, けくう っひ 
けこせぉかうおけゃぇかう? 
╃: – ′っす, くけ ゅかぇゃくにえ さっょぇおすけさ こさうかっすっか うい 
╋けしおゃに, つすけぉに かうつくけ しけ きくけえ こけいくぇおけきうすぬしは!

• «′うおけゅょぇ くっ ぉけえしは ょっかぇすぬ すけ, つすけ すに くっ 
せきっってぬ. ‶けきくう, おけゃつっゅ ぉにか こけしすさけっく かのぉうすっ-
かっき. ‶さけそっししうけくぇかに こけしすさけうかう 〈うすぇくうお.»Ñ 1 àïðåëÿ!

Ñ 1 àïðåëÿ!

╁╆[¨]╊｠╋ ¨ ╃╄〈ぅ》
• ‶けしかっ すけゅけ, おぇお ゃに いぇおけくつうかう うゅさぇすぬ し 

さっぉひくおけき, こけかけあうすっ っゅけ すせょぇ, けすおせょぇ ゃいはかう. 
• ′っ しっおさっす, つすけ きくけゅうっ ょっすう かのぉはす 

うゅさぇすぬ ゃ こさはすおう. ┿ さけょうすっかう くっ たけすはす し くうきう 
うゅさぇすぬ うい-いぇ はおけぉに こけしすけはくくけえ いぇくはすけしすう. 
┿ つすけ, っしかう こけこさけぉけゃぇすぬ しけゃきっしすうすぬ さぇぉけすせ 
し うゅさけえ? ]こさはつぬすっしぬ けす さっぉひくおぇ, くぇこさうきっさ, 
ゃ おけきぇくょうさけゃおっ, う ちっかせの くっょっかの けく ぉせょっす 
ゃぇし うしおぇすぬ. 

• 』すけ ょっかぇすぬ, っしかう ゃぇて しにく いぇかっい くぇ 
ょっさっゃけ う くっ きけあっす しかっいすぬ? ′う ゃ おけっき しかせつぇっ 
くっ こにすぇえすっしぬ すさはしすう ょっさっゃけ うかう しぉうゃぇすぬ 
きぇかぬつうおぇ こぇかおけえ. ¨しっくぬの さっぉひくけお しけいさっっす 
う せこぇょひす しぇき. 

• 』すけぉに いぇぉにすぬ け ょっすしおうた おけきこかっおしぇた くっ-
こけかくけちっくくけしすう, くうおけゅょぇ くっ ょぇゃぇえすっ しゃけっきせ 
さっぉひくおせ こけつせゃしすゃけゃぇすぬ ゃぇてっ せきしすゃっくくけっ 

うかう そういうつっしおけっ こさっゃけしたけょしすゃけ. ╃かは ねすけゅけ 
ゃけ ゃさっきは しっさぬひいくにた さぇいゅけゃけさけゃ し しにくけき おけ-
しうすっ ゅかぇいぇきう, おけゃにさはえすっ ゃ くけしせ う こせしおぇえすっ 
しかのくう. 

• 』すけぉに かせつてっ こけくはすぬ ゃぇてっゅけ さっぉひくおぇ, 
ゃぇき くせあくけ ょせきぇすぬ う つせゃしすゃけゃぇすぬ すぇお, おぇお 
ねすけ ょっかぇっす けく. ‶けこさけぉせえすっ ゃあうすぬしは ゃ けぉ-
さぇい ゃぇてっゅけ しにくぇ: こけおせさうすっ すぇえおけき けす しっぉは 
しうゅぇさっすせ う くっいぇきっすくけ さぇいぉっえすっ すさう-つっすにさっ 
けおくぇ うい さけゅぇすおう. 

• ╄しかう ゃぇき ぉけかぬてっ くっつっゅけ しおぇいぇすぬ さっぉひく-
おせ, しおぇあうすっ, つすけぉに けく こけてひか せきにすぬしは. 

• ╁ぇて さっぉひくけお くうおけゅょぇ くっ ょけぉっさひすしは 
ょけ ぉぇくおう し ゃぇさっくぬっき, っしかう いぇこっさっすぬ っひ くぇ 
おかのつ, ぇ おかのつ こけかけあうすぬ ゃ きにかぬくうちせ. 

• ╄しかう せ ゃぇてっゅけ しにくぇ けすゃさぇすうすっかぬくにえ 
こけつっさお, ゅけすけゃぬすっ っゅけ ゃけ ゃさぇつう. 

• ╄しかう たけつってぬ, つすけぉに ょっすう すっぉは せしかにてぇ-
かう, こけこさけぉせえ ゅけゃけさうすぬ すうたけ – し おっき-くうぉせょぬ 
ょさせゅうき. 

• ╄しかう ゃぇて さっぉひくけお こかけたけ おせてぇっす, 
けぉとっしすゃけ «』うしすにっ すぇさっかおう» さっおけきっくょせっす: 
こさうゅけすけゃかっくくにえ けぉっょ さぇいぉさけしぇえすっ こけ ゃしっえ 
ょっすしおけえ う いぇこせしすうすっ すせょぇ さっぉひくおぇ. ╁ぇて 
きぇかにて けぉはいぇすっかぬくけ ぉせょっす こけょにきぇすぬ し こけかぇ 
ゃしはおせの ゅぇょけしすぬ う すぇとうすぬ っひ ゃ さけす. ╁しおけさっ 
さっぉっくけお ぉせょっす しにす, う すぇさっかおう きにすぬ くっ くぇょけ. 

• ╄しかう ゃぇて さっぉひくけお おかはくつうす おせこうすぬ っきせ 
ゃっかけしうこっょ – おせこうすっ. ╁っょぬ くっ せしこっっすっ ゃに 
けゅかはくせすぬしは, おぇお ゃぇて さっぉひくけお ゃにさぇしすっす, ぇ 
ゃっかけしうこっょ ゃぇき ょけしすぇくっすしは. 

• ╄しかう ゃに いぇきっすうかう, つすけ ゃぇて さっぉひくけお 
おせさうす, くっ しこってうすっ っゅけ くぇおぇいにゃぇすぬ. ╁ょさせゅ 
ゃぇてっきせ しにくせ せあっ ょぇかっおけ いぇ ょゃぇょちぇすぬ. 

′╄╃┿╊┱╉¨╄ ╀〉╃〉】╄╄. ]╁┿╃を╀┿
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]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

『かすそせて 
にそしそおけしへせけさそう

せあ おそすと. ╇つか ちあこそせふ.
ゐñ£ ç▲êÜÑÖ▲ê. で¡óÑ¡ó.
8-902-26-75-615

[╄
╉╊

┿╋
┿

Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ.

Äåøåâî.
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉しかせゅう ╂させいけこっさっゃけいおう

[ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╅うゃけすくにっ

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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. ╀╆]╉).

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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.
[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〈さぇくしこけさす

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

[╄╉╊┿╋┿

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

ÑÄÀÌ
• ╉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.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっ-
くうは ゃ 〈『 «╋けくっすおぇ», 10-40 き2. 〉か. 
╉さ. ╂っさけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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).

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けしすぇゃおぇ: すけさそ, つっさくけいっき, 
ゅさせくす, とっぉっくぬ, けすしっゃ, しおぇかぇ, こっ-
しけお, けこうか. 8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに, ょう-
いぇえく, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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, かっしすくうちに, こっさうかぇ, いぇぉけさに, 
さってっすおう, ゃけさけすぇ, おぇかうすおう. 8-922-
12-48-848.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 『ゃっすに, ぉせおっすに. ╃けしすぇゃおぇ. 
8-950-63-44-726.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけきけくすぇあ. 8-965-50-

10-351.
[╄╉╊┿╋┿

• 《けすけゅさぇそ くぇ しゃぇょぬぉせ. 8-904-
38-27-011, fotosvadba66.ru.

[╄╉╊┿╋┿

• [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, ゃけ-
ょけくぇゅさっゃぇすっかっえ. 8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-

529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-
145.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╊けき ょさぇゅけちっくくにた きっすぇか-
かけゃ. ╃けさけゅけ. 8-965-50-47-266.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.
[╄╉╊┿╋┿

• «[『 ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ すさっぉせっすしは こさけゅさぇききうしす 

しけ いくぇくうっき "1]", ゃっさしうは 8.1, 
しすぇあ さぇぉけすに こけ "1]" くっ きっくっっ 3 
かっす, いぇさこかぇすぇ ょけゅけゃけさくぇは こけしかっ 
しけぉっしっょけゃぇくうは. [ぇぉけすぇ くぇ ゃっしぬ 
さぇぉけつうえ ょっくぬ ゃ けそうしっ. 4-61-71, 
いゃけくうすぬ ゃ さぇぉけつっっ ゃさっきは し 9.00 
ょけ 18.00 つ.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの くぇ こけしすけはくくせの 
さぇぉけすせ すさっぉせっすしは ねかっおすさけしゃぇさ-
とうお. [ぇぉけすぇ ゃ こ. ╋けくっすくにえ. 4-61-
71, いゃけくうすぬ ゃ さぇぉけつっっ ゃさっきは し 
9.00 ょけ 18.00 つ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇‶ すさっぉせっすしは こけきけとくうちぇ, 
ゃけいさぇしす 40-50 かっす. ¨ぉさぇいけゃぇくうっ, 
いくぇくうっ ‶╉. 8-922-29-63-741.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう し か/ぇ ゃ すぇおしう. 8-961-
77-19-688.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうちぇ こけ ょけきせ. 8-922-

12-50-809.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ 
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 
おけくすさけかっさ-けたさぇくくうお, さぇぉけすぇ 
しきっくくぇは. 4-61-71, いゃけくうすぬ ゃ さぇぉけ-
つっっ ゃさっきは し 9.00 ょけ 18.00 つ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ くけゃせの しすけかけゃせの こ. ╉ぇかう-
くけゃおぇ すさっぉせのすしは: こけゃぇさぇ ゃしった 
ちったけゃ, きけえとうちに, せぉけさとうちぇ. 
8-950-63-38-953. ]っさゅっえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 

させぉ./つ. 8-904-54-32-354.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

]こっちすったくうおぇ

╀ういくっし

‶さけょせおすに こうすぇくうは

〉すっさう
• ‶ぇしこけさす くぇ うきは ′ぇしうぉせかかう-
くけえ ]ぇくうう ┿かっおしぇくょさけゃくに わ 
6507 318821 ゃにょぇく ¨〉《╋] [《 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ 01.04.2008 ゅ. 
しつうすぇすぬ くっょっえしすゃうすっかぬくにき.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╋っかおぇは おぇさすけておぇ. 8-904-98-
76-732.

[╄╉╊┿╋┿

Áëîêè 
èç ïîëèñòåðîëáåòîíà 

ふＱＡ ４ＳＷＦＺが 
３Ｎ０４ｂ ＱＡ ３ＵＦＺｍ３０ＡＺぶ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄╉╊┿╋┿

〈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

[
╄╉

╊
┿

╋
┿



7brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
2 àïðåëÿ

2011 ãîäà

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿

]すせょうは しすうかは 
TREND

┒┉┊〞┃┉〞 – 500 ëÜß.
┋〞┉┇┞┅ – 500 ëÜß.

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

┉┍┌┐┒┊┛┑〞┕┇┞ ┐┑┇┊┇┐┑〞
 – 500 ëÜß.

┏〞─┍┑〞 ┐ ┍─┏〞┆┍┋ 
Üö 700 ëÜß./ôíï

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

┐┍┐┑〞━┊┄┌┇┄ ┉┍┋┎┊┄┉┑┍━, 
┎┍┃─┍┏ 〞┉┐┄┐┐┒〞┏┍━ 

Üö 700 ëÜß./ôíï
╀にすぬ しすうかぬくにき – 

ねすけ TREND!

8-952-73-22-122

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ

8-902-26-24-513 づぎとずんぜん

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

(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ)

!

╀っさっいけゃしおうえ 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
◊ ぉせたゅぇかすっさぇ こけ さぇしつっすせ いぇさぇぉけすくけえ こかぇすに
いくぇくうっ «1]: ╆〉‶», けこにす さぇぉけすに くっ きっくっっ 3 かっす, 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

[╄
╉╊

┿╋
┿

][¨』′¨ 
〈[╄╀〉╄〈]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

2-90-29-89
[╄╉╊┿╋┿

┶┴┩┥┷┩┶┵╃ 
ÇëÜ£ôó¡-

¡Ü½ä¿ñ¡öÜçàó¡
い/こ けす 15000 させぉ.

4-59-50

8-922-15-55-610

[╄
╉╊

┿╋
┿

ゑ ¡íâñ 
öëñßÜñöï　 

〉╀¨[】╇『┿

4-84-40

[╄
╉╊

┿╋
┿

╁ きぇゅぇいうく 
すさっぉせっすしは 

〉╀¨[】╇『┿
4-84-85
999-70

[╄
╉╊

┿╋
┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞

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

• ┎┍┋┍┘┌┇┉ ┎┄┉〞┏┞ (┋┒┅┖┇┌〞)

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

ばçí¢íñ½▲ñ ëíßÜöÜÑíöñ¿ó!
ゎば "ゐñëñ£Üçï¡óú îñÖöë £íÖ　öÜïöó" ç ïÜÜöçñöïöçóó ï ぢëÜ-

Çëí½½Üú äÜÑÑñë¢¡ó £íÖ　öÜïöó Öíïñ¿ñÖó　 でçñëÑ¿Üçï¡Üú 
Üß¿íïöó ç 2011 ÇÜÑÜ ÜëÇíÖó£Üñö Üäñëñ¢í0àññ ÜßÜôñÖóñ 
¢ñÖàóÖ, ÖíêÜÑ　àóêï　 ç ÜöäÜï¡ñ äÜ ÜêÜÑÜ £í ëñßñÖ¡Ü½ ÑÜ 
3-ê ¿ñö, ä¿íÖóëÜ0àóê çÜ£çëíàñÖóñ ¡ öëÜÑÜçÜú Ññ　öñ¿áÖÜ-
ïöó, Öí äëñÑäëó　öóó ç 2011 ÇÜÑÜ.

だßÜôñÖóñ äëÜçÜÑóöï　 £í ïôñö ïëñÑïöç 
âñÑñëí¿áÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöí.

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, öñ¿ñâÜÖ 494-19.

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ «┿ゃぇさうえくけ-ょうしこっすつっさしおぇは しかせあぉぇ»
うくそけさきうさせっす のさうょうつっしおうっ う つぇしすくにっ かうちぇ

ï 22 ½íëöí 2011 ÇÜÑí 
äëñÑäëó　öóñ だだだ «んがで»

ÖíôóÖíñö äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê 
äÜÑÇÜöÜçóöñ¿áÖ▲ê ëíßÜö 

¡ ÖÜçÜ½Ü ÜöÜäóöñ¿áÖÜ½Ü ïñ£ÜÖÜ.
◊ とçí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ú ó Üä▲öÖ▲ú äñëïÜÖí¿;
◊ ½ÜÖöí¢ ç £ÑíÖóó ó¿ó äÜ½ñàñÖóó, Ü¡í£íÖÖÜ½ 
£í¡í£ôó¡Ü½, ä¿Ü½ßóëÜç¡í, ççÜÑ ç ~¡ïä¿Üíöíîó0 
äëóßÜëÜç Üôñöí びゑで ó ゎゑで, ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó;
◊ ëñÇÜ¿óëÜç¡í ¿0ß▲ê ïíÖöñêÖóôñï¡óê äëóßÜëÜç.
ぜ▲ ÜïçÜßÜÑó½ çíï Üö Üß　£íÖÖÜïöñú äÜóï¡í, ÜâÜë½¿ñÖó　, ïÜ-

Ç¿íïÜçíÖó　 ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Öí ÜïöíÖÜç¡Ü äëóßÜëÜç ëíïêÜÑí ó Üôñöí 
ïóïöñ½ びゑで, ゎゑで ó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó.

ぜ▲ äÜ½Ü¢ñ½ ï~¡ÜÖÜ½óöá çíüó ÑñÖñ¢Ö▲ñ ïëñÑïöçí ó çëñ½　.
ゑ▲ äÜ¿Üôóöñ ÇíëíÖöóëÜçíÖÖ▲ñ Üß　£íöñ¿áïöçí óïäëíçÖÜú ëíßÜ-

ö▲ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê äëóßÜëÜç ïëÜ¡Ü½ Öí 1 ÇÜÑ.
どçÜëôñï¡óú äÜÑêÜÑ ¡ ¡í¢ÑÜ½Ü ¡¿óñÖöÜ äÜ£çÜ¿óö ç▲äÜ¿Öóöá ëí-

ßÜö▲ ç ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 ゑíï çëñ½　.
だä¿íöí £í ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ñ ëíßÜö▲ äëÜó£çÜÑóöï　 ôñëñ£ ¡íïïÜ 

äëñÑäëó　öó　 だだだ «ぐとび-びÜ¿ÑóÖÇ».

╆ぇはゃおう こさうくうきぇのすしは し 8 ょけ 17 つぇしけゃ ゃ さぇぉけつうっ ょくう こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╊っくうくぇ, 65, すっか. (34369) 48-480
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╉╊
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[╄╉╊┿╋┿

〉あ たそつてそみせせとま 
ちあいそてと てちかいとかてつみ

』]╊』╅『ゃ-
』╅〉【╊｠〉¨[

• けそうちうぇかぬくけっ 
すさせょけせしすさけえしすゃけ
• しけち. こぇおっす

8-912-60-65-221

[╄
╉╊

┿╋
┿

どëñßÜñöï　 
》『《╉╅╇╊を
(ïñúâ-Ñçñëó)

ï Üä▲öÜ½ ëíßÜö▲

8-912-04-56-404
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

ÎÃÓ «Áåðåçîâñêàÿ âåòñòàíöèÿ»
îêàçûâàåò âåòåðèíàðíûå óñëóãè.
ぐÑñ½ çíï äÜ íÑëñïÜ:
Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. ぢëÜ¿ñöíëï¡í　, 8ん 
(ë　ÑÜ½ ï ぴñÖöëÜ½ £íÖ　öÜïöó).

づñ¢ó½ ëíßÜö▲: äÜÖñÑñ¿áÖó¡-ä　öÖóîí ï 800 ÑÜ 1600ÑÜ 16

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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66090. 〈うさぇあ 2895 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

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

8-912-27-86-681
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ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

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

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

www.gostspecstroy.ru  
 219-43-83, 8-904-16-15-763
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』ぇしに さぇぉけすに:
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し 9 ょけ 20 つ.

し 10 ょけ 17 つ.

し 10 ょけ 16 つ.

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.ru

Ìû 

îòêðûëèñü!
｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû

｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196
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Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, êîâàíûå èç?åëèÿ

せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ
(き-く "╉うさけゃしおうえ")

8-919-36-40-690
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Ðîäèòåëè, ñåñòðà, ìóæ è ñûí

》けすうき こけいょさぇゃうすぬ し のぉうかっっき 
╇ しつぇしすぬは ゃ あういくう こけあっかぇすぬ,
′ぇ あういくぬ くっ くぇょけ けぉうあぇすぬしは,
′っ しすけうす ゃ あういくう せくにゃぇすぬ.
‶せしすぬ ぉせょっす ゃしっ: ゅさけいぇ, きっすっかう,
‶せしすぬ ぉせょっす さぇょけしすぬ う こけおけえ,
┿ っしかう しすぇくっす けつっくぬ ゅさせしすくけ,
〈に こけきくう, きに ゃしっゅょぇ し すけぉけえ!

ДHJH=MX B EX;BFMX 
Н:L:EVX Г?GG:>V?<GM ПH>?J=BGM

K X;BE??F!

┐┑〞┏┚┈ └┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉,┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ ┋〞┗┇┌┒, 
┎┊┇┑┚, ━〞┌┌┚, ┑┏┒─┚ ┇ ┑.┃. 
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╀╄]‶╊┿〈′¨
ゃにゃっいっき う ゃにくっしっき

(343) 361-15-10

Óâàæàåìàÿ 
Ïàõîìîâà

Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 

Âàñ ñ 80-ëåòèåì!

［０ｊＦ ＬＳＮＮＡ４Ｆ ＵＳ ＬＳ３ＷＳ３ＳＧ ｅ０１ＷＦＬＡ

Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà!Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì 

′Ｎｍ１ＱＦＺＡＸｎ ３ＡＸＡＮＡＧが

［Ａ８ｎ ｂ ［０Ｘ ｑ１ＦＮＡＧぁ

≠ｍ ［０Ｘ ｇＡＮｂＡＰ Ｆ Ｓ１ＱＦＰ０ＡＰが

∴０８ＳＸＺＱｍｆ ８ＱＡＧが ＸＵＳＬＳＧＱｍｆ ＱＳｉＡＧが

〈ＳＮ４ＳＧ ＤＦＥＱＦが Ｅ８ＳＷＳ３ｎｒ ＤＡＮ０ＡＰぁ

] せゃぇあっくうっき, ゃっすっさぇく 
╁¨╁ う ゃっすっさぇく ╋╁╃ [《 
こけょこけかおけゃくうお きうかうちうう ゃ 
けすしすぇゃおっ ぅさけてっゃうつ ╊. ╋.

Âûðàæàþ èñêðåííþþ, 
ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü

Ｑ０ｉ０ＮｎＱＦＬｂ ］′［〈 ♂３ＡＷ８ＮＳ３ＸＬＳＧ Ｓ１Ｎ０ＸＺＦ ４ＡＱＡＷ０ＮどＰ０ＧＳＷｂ 
ＵＳＮＦｇＦＦ 〕ＳＷＳ８ＦＱｂ ≠Ｆｆ０ＦＮｂ 〔Ｑ０ＺＳＮｎＡ３Ｆｉｂが ＷｂＬＳ３Ｓ８ＦＺＡＮｒＰ 
Ｓ１Ｎ０ＸＺＱＳ４Ｓ ♂Ｓ３ＡＺ０ ３ＡＺＡＷ０ＱＳ３ ＳＷ４０ＱＳ３ ３ＱｂＺＷＡＱＱＦｆ ８ＡＮが 
ＸＳＺＷｂ８ＱＦＬ０Ｐ ０８ＰＦＱＦＸＺＷ０ｇＦＦ Ｆ ＮＦｉＱＳ ＦくＳく ４Ｎ０３ｍ 〕ＡＷＡＥＳ３ＸＬＳ４Ｓ 
４ＳＷＳ８ＸＬＳ４Ｓ ＳＬＷｂ４０ ±０ＷＵＳ３ｂ 『４ＳＷｑ ［Ｎ０８ＦＰＦＷＳ３Ｆｉｂが ０ 
Ｚ０ＬＤＡ ≦ｉＬ０ＱＳ３ＳＧ ♂く［くが ＵＷＡ８ＸＡ８０ＺＡＮｑ 〈ｂＰｍ ］Ｓ３ＳＷｂｆＡ 〉く♂くが 
±ＷＳＵ０ＱｇＡ３ＳＧ ［く〔くが ｉＮＡＱ０Ｐ ≦１ｋＡＸＺ３ＡＱＱＳＧ Ｕ０Ｎ０Ｚｍ Ｆ ＮＦｉＱＳ 
ＵＷＡ８ＸＡ８０ＺＡＮｑ 〕０１ＦＱｂ ［く〉くが ｉＮＡＱ０Ｐ ４ＳＷＳ８ＸＬＳ４Ｓ ♂Ｓ３ＡＺ０ 
３ＡＺＡＷ０ＱＳ３ Ｆ ＮＦｉＱＳ ＵＷＡ８ＸＡ８０ＺＡＮｑ 〔ＮｎＰｂｆ０ＰＡＺＳ３ｂ ［く［くが 
Ｑ０ｉ０ＮｎＱＦＬｂ ′ＵＷ０３ＮＡＱＦｒ ＸＳｇＥ０ｋＦＺｍ Ｑ０ＸＡＮＡＱＦｒ 〔ＮＡＬＸＡＡ３ｂ 
＜く∞くが ＷｂＬＳ３Ｓ８ＦＺＡＮｒＰ ≦［〈 ≠０Ｚ３ＦＡＱＬＳ ♂く♂くが 〔３ＸＦＡ３Ｆｉｂ 
♂く〔くが Ｅ０ＰＡＸＺＦＺＡＮｑ ＵＷＡ８ＸＡ８０ＺＡＮｒ ♂［ ≦［〈 ］ＮｂｊＬＳ３ｂ 
〔く＜くが ＰＱＳ４ＳｉＦＸＮＡＱＱｍＰ ８ＷｂＥｎｒＰ Ｆ ＺＳ３０ＷＦｋ０Ｐが Ｆ 
Ｚ０ＬＤＡ ＰＳＦＰ ＷＳ８ＸＺ３ＡＱＱＦＬ０Ｐが ＵＳＥ８Ｗ０３Ｆ３ｊＦＰ ＰＡＱｒ 
Ｘ ΒヰどＮＡＺＱＦＰ ８ＱＣＰ ＷＳＤ８ＡＱＦｒぁ


