
‶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, 10 ぇこさっかは
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 

ょくひき +5+7, くけつぬの -1+1
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 724 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 11 ぇこさっかは
ぅしくけ, 

ょくひき +7+9, くけつぬの -1-3
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 727 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 12 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 +7+9, くけつぬの -1-3

╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 729 きき さす.しす.
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┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
′にくってくっえ いうきけえ くぇ ょけさけゅう ゃにこぇかけ きくけ-

ゅけ しくっゅぇ, ぇ くぇ ゅけかけゃせ ゃけょうすっかっえ こけしにこぇ-
かうしぬ こさけぉかっきに. ]くぇつぇかぇ くせあくけ けこけいくぇすぬ 
しせゅさけぉ, ゃ おけすけさけき しおさにゃぇっすしは しけぉしすゃっくくけっ 
ぇゃすけ, さぇしおけこぇすぬ っゅけ, こけこにすぇすぬしは ゃにったぇすぬ 
くぇ ょけさけゅせ, つすけぉに こけすけき こけ くっしおけかぬおけ つぇしけゃ 
しすけはすぬ ゃ きくけゅけおうかけきっすさけゃにた こさけぉおぇた. 》けすぬ 
こけさぇ きっすっかっえ きうくけゃぇかぇ, ぇゃすけきけぉうかうしすに こけ-
こさっあくっきせ すっさはのす ゃさっきは ゃ こさけぉおぇた. 』すけ しぇ-
きけっ しきってくけっ, ゃけいくうおぇのす けくう くっ くぇ ょけさけゅぇた 
しけしっょくっゅけ きうかかうけくくうおぇ,  ぇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき: 
けす ╄╉┿╃ぇ ょけ せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ. 

‶さけぉおう ゃにいゃぇくに ぉけかぬてうき おけかうつっしすゃけき 
しゃっすけそけさけゃ, おけすけさにっ くっ きけゅせす しこさぇゃうすぬしは 
し こけすけおけき きぇてうく, っょせとうた こけ ゅかぇゃくけえ ょけさけ-
ゅっ, ょかは うた こさけっいょぇ けすゃっょっくけ しかうておけき きぇかけ 
ゃさっきっくう. 《けさせきつぇくっ ゅけさけょしおけゅけ こけさすぇかぇ 
berezovskii.ru  くっ けゅさぇくうつうかうしぬ けぉしせあょっくうっき 
こさけぉかっきに, けくう しけしすぇゃうかう おけかかっおすうゃくけっ けぉ-
さぇとっくうっ う こっさっょぇかう っゅけ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの 
ゅけさけょぇ う ╂╇╀╃╃. ¨こにすくにっ ゃけょうすっかう こけしつう-
すぇかう, おぇお くせあくけ ういきっくうすぬ さっあうき さぇぉけすに 
しゃっすけそけさけゃ, つすけぉに こけっいょおぇ ょけ ╄おぇすっさうくぉせさ-
ゅぇ う けぉさぇすくけ くっ いぇすはゅうゃぇかぇしぬ くぇ かうてくうえ つぇし. 

‶けかぬいけゃぇすっかう こさっょかけあうかう せゃっかうつうすぬ ゃさっ-
きは さぇぉけすに いっかひくけゅけ しうゅくぇかぇ くぇ せか. ╊っくう-
くぇ, ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ╉うさけゃぇ う ╀っさひいけゃしおけき 
すさぇおすっ ょかは ゅかぇゃくけえ ょけさけゅう くぇ 10-30 しっおせくょ 
ゃ いぇゃうしうきけしすう けす けあうゃかひくくけしすう せつぇしすおぇ. 
〈ぇおあっ そけさせきつぇくっ こけこさけしうかう せしすぇくけゃうすぬ 
ょけこけかくうすっかぬくにっ いくぇおう. ′ぇこさうきっさ, くぇ こっさっ-
しっつっくうう ╀っさひいけゃしおけゅけ すさぇおすぇ し ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅしおけえ おけかぬちっゃけえ ぇゃすけょけさけゅけえ せしすぇくけゃうすぬ 

いくぇおう 5.15.1 «′ぇこさぇゃかっくうは ょゃうあっくうは こけ 
こけかけしぇき», 5.15.3 «′ぇつぇかけ こけかけしに» う 5.15.5 
«╉けくっち こけかけしに» こさう しなっいょぇた し ╄╉┿╃ぇ. 

‶けいぇぉけすうかうしぬ ゃけょうすっかう う け こぇししぇあうさぇた 
けぉとっしすゃっくくけゅけ すさぇくしこけさすぇ. ╁ けぉさぇとっくうう 
«あうすっかう» しぇえすぇ せおぇいぇかう くぇ くっけぉたけょうきけしすぬ 
けさゅぇくういぇちうう けしすさけゃおけゃ ぉっいけこぇしくけしすう ょかは 
ぇゃすけぉせしけゃ う きぇさてさせすけお くぇ けしすぇくけゃおぇた «[╉『» 
う «╀]〉». ‶うしぬきけ うくすっさくっす-しけけぉとっしすゃぇ こっさっ-
ょぇくけ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの う ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
うくしこっおちうの ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは. (‶けかくにえ 
すっおしす けぉさぇとっくうは つうすぇえすっ くぇ しすさ. 3). 

╆ぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ╀╂¨ ]っさゅっえ ╇かぬうくにた 
しけけぉとうか, つすけ ょゃっ くっょっかう くぇいぇょ くぇ けつっさっょ-
くけき いぇしっょぇくうう おけきうししうう こけ ぉっいけこぇしくけしすう 
ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは ゃけこさけし ういきっくっくうは さっ-
あうきぇ さぇぉけすに しゃっすけそけさけゃ せあっ けぉしせあょぇかしは. 

– ]ゃっすけそけさに けぉしかせあうゃぇっす しこっちうぇかういう-
さけゃぇくくぇは けさゅぇくういぇちうは う しぇきけしすけはすっかぬくけ 
ゃきってぇすぬしは ゃ さっあうき さぇぉけすに きに くっ きけあっき, 
– けぉなはしくはっす ]っさゅっえ ╁ぇかっさぬっゃうつ. – ╇くすっさ-
ゃぇか ゅけさっくうは おぇあょけゅけ しうゅくぇかぇ うきっっす けゅさぇ-
くうつっくうは, う しっえつぇし いっかひくにえ しゃっす しゃっすけそけさぇ 
くぇ ╀っさひいけゃしおけき すさぇおすっ さぇぉけすぇっす こけ きぇおしう-
きせきせ. ╄しかう せゃっかうつうすぬ ゃさっきは ゅけさっくうは いっ-
かひくけゅけ, すけ ゃ しゃっすけそけさっ こさうょひすしは きっくはすぬ 
ねかっおすさけくくせの こかぇすせ せこさぇゃかっくうは. 

╆ぇはゃおせ くぇ ういきっくっくうっ さっあうきぇ さぇぉけすに しゃっ-
すけそけさけゃ こけょぇひす ╂╇╀╃╃, こけねすけきせ ねすうき ゃけ-
こさけしけき いぇくうきぇっすしは くぇつぇかぬくうお ╂╇╀╃╃ こけ 
╀っさひいけゃしおけきせ ]すぇくうしかぇゃ ╃はょのく. ‶け しかけゃぇき 
]っさゅっは ╇かぬうくにた, ょけ おけくちぇ ぇこさっかは こさけぉかっきぇ 
こさけぉけお ぉせょっす さってっくぇ.

11 ぇこさっかは ゃ 19:00 ゃ こけしひかおっ ¨おすはぉさぬ-
しおけき くぇ こかけとぇょう (せか. ′ぇゅけさくぇは), ぇ ゃ 
20:00 ゃ こけしひかおっ ╉っょさけゃおぇ, ゃ いょぇくうう ぇょ-
きうくうしすさぇちうう こけしひかおぇ, しけしすけうすしは したけょ 
あうすっかっえ ょかは さってっくうは ゃけこさけしぇ, しゃはいぇく-
くけゅけ し  ゃけいけぉくけゃかっくうっき ゃいさにゃけゃ ぉけかぬ-
てけえ きけとくけしすう くぇ こけかうゅけくっ ゃ さぇえけくっ 
こけしひかおぇ ╉さぇしくにえ ┿ょせえ, ゅょっ さっぇかういせっすしは 
こさけゅさぇききぇ こけ せくうつすけあっくうの ぉけっこさうこぇ-
しけゃ せしすぇさっゃてうた けぉさぇいちけゃ.

12 ぇこさっかは こけょけぉくけっ しけぉさぇくうっ こさけえょひす 
ゃ こけしひかおっ ╋けくっすくけき ゃ 19:00 ゃ いょぇくうう 
ておけかに わ10.

╉ ′┿╋ 
ぅ[╋┿[╉┿ ╇╃┱〈!

┿ょきうくうしすさぇちうは ╀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 こさうゅかぇてぇっす くぇ こさけょけゃけかぬしすゃっくくせの 
はさきぇさおせ. ¨くぇ ぉせょっす さぇぉけすぇすぬ 16 ぇこさっかは し 10 
つぇしけゃ くぇ 〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう. ]ぇたぇさ, おさせこに, 
きせおぇ, きぇおぇさけくくにっ う たかっぉけぉせかけつくにっ ういょっ-
かうは, はえちけ, きはしけ こすうちに, けゃけとう – ねすけ ょぇかっおけ 
くっ こけかくにえ ぇししけさすうきっくす すけゃぇさけゃ, おけすけさにえ 
ぉせょっす こさっょかけあっく こけしっすうすっかはき はさきぇさおう. ¨さ-
ゅぇくういぇすけさに けぉっとぇのす, つすけ ちっくに くぇ こかけとぇょう 
ぉせょせす ょってっゃかっ, つっき ゃ きぇゅぇいうくぇた.
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╀っさひいけゃしおうえ こさけっおす «╀せょぬ いょけさけゃ!» しょっかぇか ぇおちっくす 
くぇ しっきっえくにた けすくけてっくうはた, ゃ けすかうつうっ けす しすぇさすけゃぇゃ-
てっゅけ てっしすぬ かっす くぇいぇょ っおぇすっさうくぉせさゅしおけゅけ こさけっおすぇ, 
うきっのとっゅけ ぇくすうすぇぉぇつくせの くぇこさぇゃかっくくけしすぬ. ¨ょくうき 
うい しっさぬひいくにた いぇょぇくうえ ょかは せつぇしすくうおけゃ ぉにかけ しけいょぇすぬ 
ゃうょっけさけかうお, ゃ おけすけさけき けくう くぇてかう ぉに しゃけう けすゃっすに 
くぇ ゃけこさけしに: «』すけ すぇおけっ くぇしすけはとぇは しっきぬは?», «╉ぇおせの 
さけかぬ うゅさぇっす しっきぬは ゃ きけっえ あういくう?» う す.ょ. ╀にかけ しくはすけ 
きくけゅけ ょけぉさにた, おぇつっしすゃっくくにた ゃうょっけさけかうおけゃ. ╀けかぬてっ 
ゃしっゅけ ぉぇかかけゃ こけ うすけゅぇき ゃしった おけくおせさしけゃ くぇぉさぇか 9 «ぇ» 

おかぇしし うい かうちっは わ3, けょくぇおけ ゃにえすう ゃ けぉかぇしすくけえ すせさ 
さっぉはすぇき くっ せょぇかけしぬ: ゃしっゅけ くっしおけかぬおけ ぉぇかかけゃ くっ たゃぇ-
すうかけ ょけ あっかぇくくけえ «ょっしはすおう» (せつぇしすゃけゃぇかけ てっしすくぇょ-
ちぇすぬ きせくうちうこぇかうすっすけゃ). ╋けあっす ぉにすぬ, こさっょしすぇゃうすしは 
てぇくし こけおぇいぇすぬ しっぉは ゃ ぉせょせとっき ゅけょせ, っしかう, おけくっつ-
くけ, ╀っさひいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ けおさせゅ こさうきっす せつぇしすうっ ゃ 
こさけっおすっ. ] こけょさけぉくけしすはきう きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは くぇ 
しぇえすっ こさけっおすぇ (しすさぇくうちぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ) http://www.budyzdorov.ru/member-3/
berezovski-33.
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╁ ╀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  ゃ 2010 ゅけょせ   いぇさっゅうしすさうさけゃぇ-
くけ 16210 しかせつぇっゃ うくそっおちうけくくにた 
う こぇさぇいうすぇさくにた いぇぉけかっゃぇくうえ. 
]かせつぇっゃ いぇぉけかっゃぇくうは おけさぬの, 
ねこうょっきうつっしおうき こぇさけすうすけき, おさぇし-
くせたけえ, ょうそすっさうっえ, おけおかのてっき くっ 
ぉにかけ. ‶さうゃうすけしすぬ ょっすっえ  こっさゃけゅけ 
ゅけょぇ  あういくう こさけすうゃ ょうそすっさうう, 
おけおかのてぇ, こけかうけきうっかうすぇ しけけす-
ゃっすしすゃせっす くけさきぇすうゃくけきせ せさけゃくの.

╁ 2010 ゅけょせ こさけょけかあうかぇしぬ 
ょけこけかくうすっかぬくぇは うききせくういぇちうは 
こさけすうゃ おけさう, ねこうょっきうつっしおけゅけ 
こぇさけすうすぇ う おさぇしくせたう ょっすっえ, こけょ-
さけしすおけゃ う ゃいさけしかにた, さぇくっっ くっ 
こさうゃうすにた うかう ゃぇおちうくうさけゃぇくくにた 
ぉけかっっ こはすう かっす くぇいぇょ. 〉しこったう ゃ 
しすぇぉうかういぇちうう せさけゃくは いぇぉけかっゃぇ-
くうえ, せこさぇゃかはっきにた しさっょしすゃぇきう 
ゃぇおちうくけこさけそうかぇおすうおう, ょけしすうゅくせ-
すに ぉかぇゅけょぇさは ゅけさけょしおけえ こさけゅさぇき-
きっ «╁ぇおちうくけこさけそうかぇおすうおぇ  くぇ 
2006-2010 ゅけょに». ¨ょくぇおけ ゃ こさけ-
てっょてっき ゅけょせ そうくぇくしうさけゃぇくうっ っひ 
いぇ しつひす きっしすくけゅけ ぉのょあっすぇ しけしすぇ-
ゃうかけ 410 すにしはつ させぉかっえ, つすけ  ゃ ょゃぇ  
さぇいぇ きっくぬてっ, つっき ゃ  2009-き.

7 ぇこさっかは こけょ ょっゃういけき «〉しすけえ-
つうゃけしすぬ お こさけすうゃけきうおさけぉくにき 
こさっこぇさぇすぇき う っひ ゅかけぉぇかぬくけっ さぇし-
こさけしすさぇくっくうっ» こさけてひか ╁しっきうさ-
くにえ ょっくぬ  いょけさけゃぬは.  ‶け ょぇくくにき 
ねおしこっさすけゃ ╁¨╆, くぇしっかっくうっ こかぇくっ-
すに あうゃひす ゃ ねこけたせ ゃぇあくっえてうた きっ-
ょうちうくしおうた ょけしすうあっくうえ, くぇ けしくけゃっ 
くけゃにた つせょけょっえしすゃっくくにた かっおぇさしすゃ 
こけはゃうかぇしぬ ゃけいきけあくけしすぬ かっつうすぬ すぇ-
おうっ しけしすけはくうは, おけすけさにっ くっしおけかぬおけ 
ょっしはすうかっすうえ くぇいぇょ ぉにかう しきっさ-
すっかぬくにきう. ╀かぇゅけょぇさは けすおさにすうの 
ねすうた こさっこぇさぇすけゃ ぉにかう しこぇしっくに 
きうかかうぇさょに つっかけゃっつっしおうた あうい-
くっえ. ′け しっゅけょくは ゃけいくうおかぇ ゃぇあくぇは 
こさけぉかっきぇ – しけたさぇくっくうっ う いぇとうすぇ 
こさけすうゃけきうおさけぉくにた しさっょしすゃ ょかは 
ぉせょせとうた こけおけかっくうえ: せしすけえつうゃけしすぬ 
お すぇおうき こさっこぇさぇすぇき こけょゃっさゅぇっす 
さうしおせ くぇてうた ょっすっえ う ゃくせおけゃ.  

¨しけぉっくくけ ねすけ ゃぇあくけ こけ けすくけてっ-
くうの お ╁╇』/]‶╇╃せ, すせぉっさおせかひいせ, 
きぇかはさうう. ╀っしおけくすさけかぬくけっ こさうきっ-
くっくうっ こさっこぇさぇすけゃ, くっょけしすぇすけつくぇは 
うた ょけいうさけゃおぇ, けすおぇい けす こさうひきぇ 
かっおぇさしすゃ ゃ くぇつぇすけき こさけちっししっ かっ-
つっくうは, くういおけっ おぇつっしすゃけ すぇぉかっすけお 
– ゃしひ ねすけ こさうゃけょうす お そけさきうさけゃぇ-
くうの せしすけえつうゃけしすう きうおさけけさゅぇくうい-

きけゃ お くうき. ╁ さっいせかぬすぇすっ ゃけいきけあくけ 
ゃけいくうおくけゃっくうっ ゃにしけおけせしすけえつうゃにた 
«しゃっさたうくそっおすけゃ», ぇ せしすけえつうゃぇは 
うくそっおちうは きけあっす いぇおけくつうすぬしは しきっさ-
すっかぬくにき うしたけょけき, こっさっょぇゃぇすぬしは 
ょさせゅうき かのょはき. ]っえつぇし ゃ さっいせかぬすぇ-
すっ すはあひかにた さっいうしすっくすくにた ぉぇおすっさう-
ぇかぬくにた うくそっおちうえ ゃ しすさぇくぇた ╄ゃさけ-
しけのいぇ っあっゅけょくけ せきうさぇっす けおけかけ 25 
すにしはつ つっかけゃっお. ‶け こさけゅくけいぇき しこっ-
ちうぇかうしすけゃ ╁¨╆, っしかう くっ ゃけしこさっこはす-
しすゃけゃぇすぬ こさけちっししせ そけさきうさけゃぇくうは 
せしすけえつうゃけしすう お こさけすうゃけきうおさけぉくにき 
こさっこぇさぇすぇき, すけ せあっ お 2015 ゅけょせ 
きくけゅうっ うくそっおちうけくくにっ ぉけかっいくう 
きけゅせす しすぇすぬ くっおけくすさけかうさせっきにきう う 
しゃっしすう くぇ くっす ょけしすうゅくせすにっ さっいせかぬ-
すぇすに しけゃさっきっくくけえ きっょうちうくに. 

]〉╃ ╃┿ ╃╄╊¨

ÃÐÅÕ ÎÁÈÆÀÒÜ ÑÈÐÎÒ 
╋ぇさうくぇ ╋┿╂¨╋┿╃¨╁┿, こけきけとくうお こさけおせさけさぇ

‶[¨╉〉[┿〈〉[┿ ゅけさけょぇ こさっょなはゃうかぇ くっしおけかぬおけ うしおけゃ ゃ うく-
すっさっしぇた ょっすっえ, けしすぇゃてうたしは ぉっい こけこっつっくうは さけょうすっかっえ, お 

きうくうしすっさしすゃせ しすさけうすっかぬしすゃぇ う ぇさたうすっおすせさに ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう, ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.

╁ しけけすゃっすしすゃうう しけ しす. 57 ╅う-
かうとくけゅけ おけょっおしぇ [《 ょっすはき-しう-
さけすぇき う ょっすはき, けしすぇゃてうきしは ぉっい 
こけこっつっくうは さけょうすっかっえ, あうかにっ 
こけきっとっくうは こけ ょけゅけゃけさぇき しけちう-
ぇかぬくけゅけ くぇえきぇ こさっょけしすぇゃかはのすしは 
ぉっしこかぇすくけ う ぉっい けつっさっょう. ┿ こけ 
《╆ «¨ ょけこけかくうすっかぬくにた ゅぇさぇくすうはた 
こけ しけちうぇかぬくけえ こけょょっさあおっ ょっすっえ-
しうさけす う ょっすっえ, けしすぇゃてうたしは ぉっい 
こけこっつっくうは さけょうすっかっえ» (つ. 1 しす. 
8) けさゅぇくに うしこけかくうすっかぬくけえ ゃかぇ-
しすう こけ きっしすせ あうすっかぬしすゃぇ けぉはいぇ-
くに こさっょけしすぇゃうすぬ あうかぬひ くっ くうあっ 

せしすぇくけゃかっくくにた しけちうぇかぬくにた くけさき 
う ゃくっ けつっさっょう すぇおうき ょっすはき こけしかっ 
けおけくつぇくうは うた せつひぉに, しかせあぉに ゃ 
╁けけさせあひくくにた ]うかぇた しすさぇくに かうぉけ 
こけしかっ ゃけいゃさぇとっくうは うい せつさっあょっ-
くうえ, うしこけかくはのとうた くぇおぇいぇくうっ ゃ 
ゃうょっ かうてっくうは しゃけぉけょに. 

¨ょくぇおけ ¨おしぇくっ ┿., けしすぇゃてっえしは  
ぉっい さけょうすっかっえ, ぇょきうくうしすさぇちうは 
╀╂¨ けすおぇいぇかぇ ゃ こけしすぇくけゃおっ くぇ 
せつひす おぇお くせあょぇのとっえしは ゃ あうかぬっ 
すけかぬおけ こけすけきせ, つすけ すぇ くっ こさっょ-
しすぇゃうかぇ しこさぇゃおせ し きっしすぇ しゃけっゅけ 
そぇおすうつっしおけゅけ こさけあうゃぇくうは. ╁ しせょ 

けぉさぇすうかしは こさけおせさけさ ゅけさけょぇ, こけ-
しおけかぬおせ くっしけゃっさてっくくけかっすくはは ょっ-
ゃせておぇ うい-いぇ しゃけっえ のさうょうつっしおけえ 
くっけしゃっょけきかひくくけしすう う けすしせすしすゃうは 
ょっくっゅ くぇ けこかぇすせ のさうょうつっしおけえ 
こけきけとう くっ しきけゅかぇ しぇきけしすけは-
すっかぬくけ ぉけさけすぬしは いぇ しゃけう こさぇゃぇ. 
╇しおけゃにっ すさっぉけゃぇくうは こさけおせさけ-
さぇ しせょ せょけゃかっすゃけさうか. ¨く けぉはいぇか 
╋うくうしすっさしすゃけ しすさけうすっかぬしすゃぇ う 
ぇさたうすっおすせさに こさうけぉさっしすう いぇ 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 あう-
かぬひ ゃ ╀っさひいけゃしおけき ょかは ¨おしぇくに ┿. 
し こけしかっょせのとっえ こっさっょぇつっえ っゅけ ゃ 
きせくうちうこぇかぬくせの しけぉしすゃっくくけしすぬ. 
‶けきっとっくうっ ょかは ょっゃせておう ょけかあくに 
こさっょけしすぇゃうすぬ くぇ せしかけゃうはた ょけゅけ-
ゃけさぇ しけちうぇかぬくけゅけ くぇえきぇ.

¨[╂╉¨╋╇〈╄〈

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╂¨[¨╃ せすけこぇっす ゃ きっさいおけえ ぇこさっかぬしおけえ あうあっ う あぇあょっす ぉに-
しすさっっ こっさっあうすぬ ぉかうあぇえてうっ ょゃっ くっょっかう. ┿ すぇき せあっ こけょ-

しけたくせす ょけさけゅう う くぇつくせす さぇしこせしおぇすぬしは かうしすけつおう くぇ ょっさっゃぬはた, 
しすぇくっす ゃっしっかっえ. 〈っき ぉけかっっ つすけ きぇえ – こさぇいょくうつくにえ きっしはち, ぇ けす-
ょにたぇすぬ – くっ さぇぉけすぇすぬ. ¨ょくぇおけ つすけぉに おさぇしうゃけ けすきっすうすぬ ‶っさゃけ-
きぇえ う ╃っくぬ ‶けぉっょに, くぇょけ けしくけゃぇすっかぬくけ こけょゅけすけゃうすぬしは お くうき. 
′ぇ こっさゃけき いぇしっょぇくうう けさゅおけきうすっすぇ こけ こさけゃっょっくうの ねすうた きっさけ-
こさうはすうえ ぉにかう けぉゅけゃけさっくに しちっくぇさうう, きぇさてさせすに ょゃうあっくうは かの-
ょっえ う すさぇくしこけさすぇ, くぇいくぇつっくに けすゃっすしすゃっくくにっ かうちぇ.

¨しけぉにた くけゃてっしすゃ けさゅぇくういぇすけ-
さに くにくつっ くっ こさっょかぇゅぇのす: こっさゃけ-
ゅけ きぇは おけかけくくに ょっきけくしすさぇくすけゃ 
しけぉっさせすしは くぇ 〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう, 
せ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう う ぇさおう こぇさおぇ 
‶けぉっょに. ‶けしかっ けおけかけ しっきう すにしはつ 
せつぇしすくうおけゃ てっしすゃうは けすこさぇゃはすしは 
ゃ しすけさけくせ こかけとぇょう ¨おすはぉさぬしおけえ 
さっゃけかのちうう. 〈ぇき ゅけさけあぇく こさう-
ゅかぇしはす ゃ ╇しすけさうつっしおうえ しおゃっさ けす-
きっすうすぬ こさぇいょくうお ゃっしくに う すさせょぇ, 
ぉかぇゅけ ょかは くうた ぉせょせす さぇぉけすぇすぬ 
すけさゅけゃにっ すけつおう, こけしすぇゃはす しすけかに.

9 ╋ぇは くぇつくひき けすきっつぇすぬ さぇくけ 
せすさけき ゃけしぬきけゅけ つうしかぇ: こけ  すさぇ-
ょうちうう ておけかぬくうおう ゅけさけょぇ けすこさぇ-
ゃはすしは ゃ てっしすぬ つぇしけゃ ゃしすさっつぇすぬ 
さぇししゃっす ‶けぉっょに お ╁っつくけきせ けゅくの. 
╁ すけす あっ ょっくぬ っしすぬ いぇょせきおぇ こさけ-
ゃっしすう うくすっかかっおすせぇかぬくけ-こけいくぇゃぇ-
すっかぬくせの うゅさせ… くぇ ぇゃすけきけぉうかはた. 

]ちっくぇさうえ しぇきけゅけ こさぇいょくうおぇ 
きぇかけ ういきっくうかしは し こさけてかけゅけ ゅけょぇ. ╁ 
すっつっくうっ 45 きうくせす こさけえょひす きうすうくゅ. 
‶けしかっ しすぇさにた しけかょぇす こさうゅかぇしはす いぇ 
こさぇいょくうつくにえ しすけか, あっかぇのとうっ せゅけ-
しすはすしは しけかょぇすしおけえ おぇてっえ, きけかけょけっ 
こけおけかっくうっ けすこさぇゃうすしは くぇ かっゅおけぇす-
かっすうつっしおせの ねしすぇそっすせ くぇ こさうい ゅぇいっ-
すに «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ». ╋ぇさて-

させす ゃ 3020 きっすさけゃ ぉせょっす さぇいぉうす くぇ 
ょっしはすぬ ねすぇこけゃ. ╆ぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ ゃ 
いぇぉっゅっ しかっょせっす こけょぇすぬ こはすけゅけ きぇは ゃ 
15 つぇしけゃ ゃ ╃ぃ]【. 

‶けしかっ こっさっさにゃぇ ゃ 19 つぇしけゃ くぇつ-
くひすしは ぉけかぬてけえ おけくちっさす くぇ 〈けさ-
ゅけゃけえ こかけとぇょう し せつぇしすうっき っおぇすっ-
さうくぉせさゅしおうた ぇさすうしすけゃ, おけすけさにえ ゃ 
23 つぇしぇ いぇゃっさてうすしは ぉけかぬてうき そっえ-
っさゃっさおけき. ‶けしかっ きぇししけゃけゅけ くぇてっ-
しすゃうは ゅけさけあぇく くぇ こかけとぇょぬ いょっしぬ 
けぉにつくけ けしすぇのすしは ゅけさに きせしけさぇ, こけ-
ねすけきせ おけききせくぇかぬとうおう ょけかあくに ぉせ-
ょせす くっ すけかぬおけ こさうゃっしすう ゃ こけさはょけお  
こかけとぇょおせ し せすさぇ こけさぇくぬてっ, くけ う 
せぉうさぇすぬ けすたけょに ゃけ ゃさっきは こさぇいょくう-
おぇ う こけしかっ くっゅけ. ╀にか いぇょぇく さっいけく-
くにえ ゃけこさけし け さぇぉけすっ しゃっすけそけさけゃ 
こけしかっ しぇかのすぇ: きくけゅけすにしはつくにっ こけ-
すけおう こってったけょけゃ くっ きけゅせす こっさっしっつぬ 
ょけさけゅう, こけ おけすけさにき さぇいなっいあぇのすしは 
しこかけてくけえ ちっこぬの ぇゃすけ. 

╃っくぬゅう くぇ こさけゃっょっくうっ きぇえしおうた 
こさぇいょくうおけゃ ういくぇつぇかぬくけ くっ ぉにかう 
いぇかけあっくに ゃ ぉのょあっすっ 2011 ゅけょぇ. 
╉ぇお しけけぉとうかう くぇき ゃ ╃せきっ ╀╂¨, ょっ-
こせすぇすに しっえつぇし さぇししきぇすさうゃぇのす ねすけす 
ゃけこさけし. ‶けおぇ あっ こさうたけょうすしは さぇし-
しつうすにゃぇすぬ かうてぬ くぇ ゃくっぉのょあっすくにっ 
うしすけつくうおう そうくぇくしうさけゃぇくうは. 
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╃╄′を くぇさけょけゃ ]さっょくっゅけ 〉さぇかぇ ぉにか せつさっあょひく せおぇいけき ゅせぉっさくぇすけさぇ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう っとひ ゃ  2002 ゅけょせ. ╁っしくけえ しかっょせのとっゅけ ゅけょぇ こさぇいょくうお けす-

きっすうかう ゃこっさゃにっ, すっこっさぬ っゅけ おぇかっくょぇさくにえ ょっくぬ – ゃすけさぇは しせぉぉけすぇ ぇこさっかは.
╉ぇお こけおぇいぇかぇ こっさっこうしぬ くぇしっかっくうは 2010 ゅけょぇ, 

ゃ ╀╂¨ こさけあうゃぇのす こさっょしすぇゃうすっかう しぇきにた さぇいくにた 
くぇちうけくぇかぬくけしすっえ: させししおうっ, すぇすぇさに, ぉぇておうさに, 
くっきちに, っゃさっう, ぇいっさぉぇえょあぇくちに, せいぉっおう, すぇょあうおう, 
おぇいぇたう, せおさぇうくちに. ╁しっ けくう しすぇさぇのすしは しけたさぇくうすぬ 
すさぇょうちうう う けぉにつぇう しゃけっゅけ くぇさけょぇ. ┿くしぇきぉかぬ «╉せ-
さぇえ» ゅけさけょしおけっ けぉとっしすゃけ すぇすぇさしおけえ う ぉぇておうさしおけえ 
おせかぬすせさに けさゅぇくういけゃぇかけ こけかすけさぇ ゅけょぇ くぇいぇょ, ぇ 
させおけゃけょうすっかっき すゃけさつっしおけゅけ おけかかっおすうゃぇ しすぇか こさけ-
そっししうけくぇかぬくにえ きせいにおぇくす ╇かぬくせさ 》ぇきうょせかかうく.

‶けつすう ょゃぇ ょっしはすおぇ ねくすせいうぇしすけゃ けす ておけかぬくけゅけ 
ょけ こっくしうけくくけゅけ ゃけいさぇしすぇ おぇお くぇ おさにかぬはた かっすっ-
かう くぇ さっこっすうちうう ゃけ ╃ゃけさっち きけかけょひあう, つすけぉに 
さぇいせつうすぬ ゃ ょゃぇ う すさう ゅけかけしぇ こっしくう くぇさけょくにっ 
う しけゃさっきっくくにっ. ‶けすけき こさうてかぇ こけさぇ ゃにしすせこかっ-
くうえ くぇ しぇぉぇくすせっ, ゅけさけょしおうた きっさけこさうはすうはた, ぇ 
くにくってくっえ いうきけえ しけしすけはかうしぬ こっさゃにっ ゅぇしすさけかう 
ゃ こけしひかおっ ╊けしうくにえ. ╁しおけさっ ゃくせすさう ぇくしぇきぉかは 
けぉさぇいけゃぇかうしぬ ょせねすに う すさうけ.  ╁ きぇさすっ くぇ しちっ-
くっ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» こさけてひか けすぉけさけつくにえ すせさ 
けすおさにすけゅけ きっあさっゅうけくぇかぬくけゅけ そっしすうゃぇかは-おけく-

おせさしぇ うしこけかくうすっかっえ すぇすぇさしおけえ こっしくう «〉さぇか 
しぇくょせゅぇつに» («〉さぇかぬしおうえ しけかけゃっえ»). ╀けかっっ 150 
ゅけしすっえ うい 』っかはぉうくしおけえ, ̈ さっくぉせさゅしおけえ, ′けゃけしう-
ぉうさしおけえ, ╉せさゅぇくしおけえ, ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすっえ, 
うい ゅけさけょけゃ, しひか う ょっさっゃっくぬ こさうったぇかう ゃ ╀っさひ-
いけゃしおうえ, つすけぉに ぉかっしくせすぬ  すぇかぇくすぇきう. ╁にしすせこうか 
くぇ しちっくっ «]けゃさっきっくくうおぇ» う ょせねす ]ゃっすかぇく – ┿お-
ぉっさけゃけえ う ぅくゅうさけゃけえ. ‶さうつひき, ゃっしぬきぇ せょぇつくけ: 
おけくおせさしぇくすおう こけかせつうかう こせすひゃおせ くぇ ゃすけさけえ すせさ, 
こさけたけょうゃてうえ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. 〈ぇき ぉっさっいけゃ-
つぇくおう いぇゃけっゃぇかう しこっちこさうい う ゃしおけさっ, せしうかうゃ 
ゅさせここせ ╂せいぇかうっえ ╁ぇかっっゃけえ, けすこさぇゃうかうしぬ ゃ ゅけ-
さけょ ╋うたぇえかけゃしお くぇ そっしすうゃぇかぬ そけかぬおかけさくにた 
おけかかっおすうゃけゃ 〉さぇかぇ. ╃けきけえ くぇてう いっきかはつおう 
こさうゃっいかう ょうこかけき こっさゃけえ しすっこっくう. 

┿ ゃ ぉかうあぇえてうた こかぇくぇた «╉せさぇは» – けすつひすくにえ 
おけくちっさす. ¨く こさけえょひす 16 ぇこさっかは ゃ 18 つぇしけゃ ゃ 
いぇかっ ╃【╇ わ1. ╆さうすっかう せしかにてぇす ぉけかっっ ょっしはす-
おぇ こっしっく, せゃうょはす すぇくちに ゃ うしこけかくっくうう おけかかっお-
すうゃぇ. ╉ぇお ゃしっゅょぇ, こけさぇょせのす ゅかぇい はさおうっ おけしすの-
きに, してうすにっ ゃ くぇちうけくぇかぬくにた すさぇょうちうはた.

3 ぇこさっかは けおけかけ こけかけゃうくに ょっゃはすけゅけ ゃっつっさぇ こさけういけてかけ ゃけいゅけさぇくうっ ぇゃすけ-
しっさゃうしぇ. ‶さう しくはすうう し さっきけくすうさせっきけえ ょっゃはくけしすけ ょっゃはすけえ ぉっくいけぉぇおぇ こさけ-
ういけてかぇ せすっつおぇ ゅけさのつっゅけ う ゃけいゅけさぇくうっ さっきけくすくにた ぉけおしけゃ. ┿ゃすけしっさゃうし しけ 
しすけはとうきう ゃ くひき ょゃせきは ぇゃすけきけぉうかはきう, さっきけくすうさせっきけえ 99-え う しすぇさっくぬおけえ たけ-
いはえしおけえ 〈けえけすけえ ╉けさけかかけえ, しこぇしすう くっ せょぇかけしぬ. ╃けき う ぉぇくの せ けゅくは けすしすけはかう. 

5 ぇこさっかは けおけかけ ょっしはすう つぇしけゃ せすさぇ ぉにかけ いぇきっつっくけ ゃけいゅけさぇくうっ しぇょけゃけゅけ 
ょけきうおぇ ゃ おけかかっおすうゃくけき しぇょせ くぇ 44-き おゃぇさすぇかっ. ╉さけゃかは こけかくけしすぬの しゅけさっかぇ, 
すぇおあっ こけゃさっあょっくに おけきくぇすに. ‶けしかっ けおけくつぇくうは ぉけさぬぉに し けゅくひき けぉくぇさせあう-
かうしぬ しかっょに くっいゃぇくくにた ゅけしすっえ – ゃけさぇゃぇっお – ゃ こけゅけさっゃてっき う ゃ ょさせゅうた しぇ-
ょけゃにた ょけきうおぇた. ╇きっくくけ くっいゃぇくくにっ ゅけしすう う こけしかせあうかう こさうつうくけえ こけあぇさぇ.

╉さけきっ すけゅけ ゃ ゅけさけょっ こさけういけてかけ し 3 こけ 6 ぇこさっかは すさう ゃけいゅけさぇくうは きせしけさぇ 
う くっあうかにた いぇぉさけてっくくにた こけしすさけっお.
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》]╅╈¨╅【 ¨]¨ 〉╊ 》]╅╈¨╅【? ╇《【 ╇ ぁ╊〈 ╇《》『《』!
╁かぇょうきうさ 【╇【╉╇′, 
ぇゃすけさ う ぇおすひさ (ゅけかけし いぇ おぇょさけき) おけきぇくょに ╉╁′ «No Stress», ゃ こさけてかけき ぇゃすけさ う ぇおすひさ おけきぇくょ «┿.]. 』ったけゃ», 
«]ぉけさくぇは ╂けかかぇくょうう», «′っ こさけたけょうすっ きうきけ», «╂っくくぇょうえ» う ょさ.

‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄ [╄╃┿╉『╇╇: 
[っちっくいうは くぇ ぉっさひいけゃしおうえ ╉╁′ «]きってくけっ 

ょっあぇ ゃの» ゃにいゃぇかぇ ぉせさの けすおかうおけゃ. ‶けかぬ-
いけゃぇすっかう しぇえすけゃ さぇいょっかうかうしぬ くぇ ょゃぇ ゃけ-
ののとうた かぇゅっさは: けょくう くぇ しすけさけくっ つっしすくけゅけ 
╉╁′ぇ, ょさせゅうっ – くぇ しすけさけくっ しきってくけゅけ. ╉ぇお 
ゃしっゅょぇ うしすうくぇ けおぇいぇかぇしぬ ゅょっ-すけ こけしっさっょう-
くっ. ] さっょぇおちうっえ しゃはいぇかしは ╁かぇょうきうさ 【うて-
おうく, おけすけさにえ はゃかはっすしは ぇゃすけさけき くぇえょっくくにた 
ゃ しっすう さっこさうい. ′ぇこうしぇか けく うた  ょかは 〉さぇかぬ-
しおけえ ╊うゅう ╉╁′ くっしおけかぬおけ かっす くぇいぇょ. ╇し-
こけかぬいけゃぇくうっ すぇおけゅけ きぇすっさうぇかぇ こかぇゅうぇすけき 
くぇいゃぇすぬ くっかぬいは, すっき ぉけかっっ, つすけ う しぇき ぇゃすけさ 
こさうしせすしすゃけゃぇか くぇ うゅさっ ゃ しけしすぇゃっ おけきぇくょに. 

′け ょぇゃぇえすっ こさっょしすぇゃうき ょさせゅせの しうすせぇ-
ちうの: ┿くょさっえ [けあおけゃ, おぇこうすぇく おけきぇくょに ╉╁′ 
«〉さぇかぬしおうっ こっかぬきっくう», けぉせつぇゃてうえしは ゃ 〉╂-
〈〉-〉‶╇ こけ しこっちうぇかぬくけしすう すったくけかけゅぇ-しゃぇさ-
とうおぇ, こさうてひか さぇぉけすぇすぬ くぇ けょうく うい きっしすくにた 
いぇゃけょけゃ. ′せ う っしすっしすゃっくくけ っゅけ いぇつうしかうかう ゃ 
さはょに おぇゃねねくとうおけゃ. ┿くょさっえ, せ おけすけさけゅけ いぇ 
こかっつぇきう ゅけょに うゅさ う ゅけさに てせすけお, こさっょかけ-
あうか しけしすぇゃうすぬ ゃにしすせこかっくうっ うい けぉおぇすぇくくけゅけ 
きぇすっさうぇかぇ, っしすっしすゃっくくけ くっ うきっのとっゅけ くうおぇ-
おけゅけ けすくけてっくうは お ╀っさひいけゃしおけきせ. 〉つぇしすくうおう 
こさけょっかぇかう けゅさけきくせの ぇおすひさしおせの さぇぉけすせ, 
ゃあうかうしぬ ゃ けぉさぇいに, けすにゅさぇかう くけきっさぇ う… 
こけかせつうかう くういてうえ ぉぇかか けす つかっくけゃ あのさう, 
おけすけさにっ くぇいゃぇかう うた くけきっさぇ «こかぇゅうぇすけき», 
すぇお おぇお ゃしっ うた ゃうょっかう こけ 〈╁ う くぇ おけくちっさすぇた 
せさぇかぬしおけえ おけきぇくょに. ′け ゃっょぬ ┿くょさっえ – ぇゃ-
すけさ てせすけお! ╂ょっ あっ しこさぇゃっょかうゃけしすぬ? 

┿ しこさぇゃっょかうゃけしすぬ ゃ すけき, つすけぉに きっしす-
くにえ  ╉╁′, けさうっくすうさけゃぇくくにえ くぇ きっしすくせの 
こせぉかうおせ ぉにか くぇこうしぇく しうかぇきう ぉっさっいけゃつぇく. 
╁っょぬ うきっくくけ うた しけゃきっしすくにえ すさせょ こにすぇのす-
しは けちっくうすぬ つかっくに あのさう. ′ぇ こさけてっょてうた 
うゅさぇた しせょぬう くっ しおさにゃぇかう しゃけっゅけ ゃけしすけさ-
ゅぇ けす ゃにしけおけゅけ のきけさうしすうつっしおけゅけ せさけゃくは 
おけきぇくょに «No stress», おけすけさにえ けおぇいぇか-
しは さっいせかぬすぇすけき うしこけかぬいけゃぇくうは ぇゃすけさけき 
しゃけうた こさけゃっさっくくにた くけきっさけゃ. ]きってくけ かう 
ぉにかけ? ]きってくけ. ‶かぇゅうぇす かう ねすけ? ′っす. ′け 
こさぇゃうかぬくけ かう ねすけ? ¨すゃっす せ おぇあょけゅけ しゃけえ.

′ぇつぇすぬ しゃけの さっつぬ ゃ おぇくせく ╁っかうおけゅけ こけ-
しすぇ う こさうぉかうあぇのとっゅけしは こさぇいょくうおぇ ‶ぇしたう 
たけすっかけしぬ ぉに し ういゃっしすくけえ ゃしっき いぇこけゃっょう: 
«くっ せおさぇょう». ╉さぇあっえ こさうくはすけ しつうすぇすぬ 
こさうしゃけっくうっ さっいせかぬすぇすけゃ つせあけゅけ すさせょぇ. ╇ 
«こかぇゅうぇす», おぇお こさうしゃけっくうっ さっいせかぬすぇすけゃ 
つせあけゅけ せきしすゃっくくけゅけ すさせょぇ, すぇおあっ ょけかあっく 
しつうすぇすぬしは おさぇあっえ う くぇおぇいにゃぇすぬしは たけすは ぉに 
きけさぇかぬくにき けしせあょっくうっき.

«‶かぇゅうぇす – せきにてかっくくけっ こさうしゃけっくうっ 
ぇゃすけさしすゃぇ くぇ つせあけっ こさけういゃっょっくうっ かうすっ-
さぇすせさに, くぇせおう, うしおせししすゃぇ». ]けゃさっきっくくぇは 
ねくちうおかけこっょうは. 

‶けゃけょけき ょかは すぇおけゅけ かうおぉっいぇ しすぇかぇ しすぇ-
すぬは ゃ ゅぇいっすっ こけょ くぇいゃぇくうっき «]きってくけっ 
ょっあぇ ゃの», ゃ おけすけさけえ ぉかっしすはとっ ゃにしすせ-
こうゃてぇは う いぇくはゃてぇは ゃすけさけっ きっしすけ おけきぇく-
ょぇ «No stress» (╀╆]╉)  ぉにかぇ けぉゃうくっくぇ ゃ 
こかぇゅうぇすっ. ¨しくけゃぇくうっき けぉゃうくっくうは しすぇかけ 
けぉくぇさせあっくうっ くっおけすけさにた てせすけお うい ゃにしすせ-
こかっくうは «ゃ うくすっさくっすっ». ╀けさぬぉぇ いぇ つうしすけ-
すせ うしおせししすゃぇ ぇゃすけさぇ しすぇすぬう こけたゃぇかぬくぇ, 
くけ こさっあょっ つっき けぉゃうくうすぬ おけきぇくょせ, くせあくけ 
さぇいけぉさぇすぬしは, こけつっきせ すぇお しかせつうかけしぬ. 

┿ しかせつうかけしぬ すぇお こけすけきせ, つすけ ゃ しけしすぇ-
ゃっ おけきぇくょに うゅさぇのす かのょう, くぇこうしぇゃてうっ 
う うゅさぇゃてうっ おけゅょぇ-すけ ねすけす きぇすっさうぇか (くっ 
せつぇしすゃけゃぇゃてうっ ゃ くぇこうしぇくうう, ぇ くぇこうしぇゃ-
てうっ) う けぉかぇょぇのとうっ くぇ くっゅけ ぇゃすけさしおうきう 
こさぇゃぇきう. ┿ すけす そぇおす, つすけ きぇすっさうぇか ぉにか 
さぇくっっ せあっ ゅょっ-すけ こけおぇいぇく (〉さぇかぬしおぇは 
╊うゅぇ, ゅ. 』っかはぉうくしお, 《っしすうゃぇかぬ «〉ゃうかぬ-
ょに», ゅ. ]せたけえ ╊けゅ), くっ ょけかあっく, くぇ きけえ 
ゃいゅかはょ, かうてぇすぬ ぉっさひいけゃしおけゅけ いさうすっかは 
ゃけいきけあくけしすう っゅけ せゃうょっすぬ. ╁っょぬ こけきうきけ 
すけゅけ, つすけ てせすおぇきう うい ぇさたうゃぇ ぉにかう いぇ-
おさにすに くっおけすけさにっ ぉさってう ゃ ゃにしすせこかっくうう, 
おけきぇくょぇ こさけょっかぇかぇ おけかけししぇかぬくせの しちっ-
くぇさくせの う ぇおすひさしおせの さぇぉけすせ, こさう ねすけき, ゃ 

けすかうつうっ けす ょさせゅうた, しけぉかのょぇは ゃさっきっくくけえ 
さっゅかぇきっくす う くっ こっさったけょは ゃ のきけさっ うい-
ゃっしすくにた ゅさぇくうち, いぇ つすけ う ぉにかぇ ゃけいくぇ-
ゅさぇあょっくぇ しうきこぇすうはきう いさうすっかっえ う ゃにしけ-
おうきう けちっくおぇきう こけつすう ゃしった つかっくけゃ あのさう.

╉ しかけゃせ, たけすっかけしぬ ぉに さぇししおぇいぇすぬ け すけき, 
つすけ すけす のきけさ, おけすけさにえ こけおぇいにゃぇのす おけ-
きぇくょに こけ ‶っさゃけきせ おぇくぇかせ, – ねすけ くっ すけかぬ-
おけ こさうょせきぇくくにっ うきう てせすおう いぇ きっしはち こけょ-
ゅけすけゃおう お ゃにしすせこかっくうの, くけ う ゃいはすにっ うい 
けゅさけきくけゅけ ぇさたうゃぇ, おけすけさにえ おけきぇくょぇ う っひ 
せつぇしすくうおう くぇさぇぉぇすにゃぇかう ゅけょぇきう, うゅさぇは 
ゃ さぇいくにた ゅけさけょぇた う ゃ さぇいくにた しけしすぇゃぇた う 
こけょ さぇいくにきう くぇいゃぇくうはきう. ╇ こけぉっあょぇっす 
ゃ ぉけかぬてけき ╉╁′っ くっ すけかぬおけ しうかぬくっえてうえ, 
くけ う けこにすくっえてうえ. ╁っょぬ こせすぬ お すっかっゃういう-

けくくけきせ ╉╁′せ ょけかけゅ う すっさくうしす. ‶けねすけきせ, 
こさっあょっ つっき ゅけゃけさうすぬ けぉ うしこけかぬいけゃぇくうう 
«つせあうた» てせすけお う こかぇゅうぇすっ, くせあくけ せすけつ-
くはすぬ ぇゃすけさぇ. ╁っょぬ たけつっすしは くぇょっはすぬしは, 
つすけ おけゅょぇ-くうぉせょぬ てせすおう, こさけいゃせつぇゃてうっ 
しけ しちっくに ╃╉ «]けゃさっきっくくうお», きに せゃうょうき 
くぇ ‶っさゃけき おぇくぇかっ ゃ うしこけかくっくうう おけゅけ-くう-
ぉせょぬ うい ぉっさっいけゃつぇく. 

┿ ゃしっき ぉっさひいけゃしおうき おぇゃねねくとうおぇき う 
いさうすっかはき あっかぇの つぇとっ たけょうすぬ ゃ すっぇすさ くぇ 
たけさけてうっ おけきっょうう. ╇ しきけすさっすぬ ゃ うしこけかくっ-
くうう こさけそっししうけくぇかけゃ すけ, つすけ くぇこうしぇくけ くっ 
こさけしすにきう いぇゃけょつぇくぇきう うかう しすせょっくすぇきう, 
うかう ゃいはすけ うい ╇くすっさくっすぇ, ぇ おかぇししうおぇきう 
うしおせししすゃぇ. ╇ くっ ゃぇあくけ おけゅょぇ う ゅょっ こさけうい-
ゃっょっくうっ ぉにかけ くぇこうしぇくけ う こけおぇいぇくけ. 

′〉 ╇ ′〉!

╁╆[｠╁┿╄╋ 
] ╃¨╀[｠╋╇ ′┿╋╄[╄′╇ぅ╋╇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 

╁ ¨╃′¨╋ うい こけしかっょくうた くけきっさけゃ きに さぇししおぇいにゃぇかう け くっしこけおけえくけえ あういくう おっ-
ょさけゃちっゃ, うき こけしすけはくくけ «てかのす こさうゃっすに» ゃいさにゃぇすっかう し こけかうゅけくぇ «╉さぇし-

くにえ ┿ょせえ». ╉さけきっ すけゅけ, こけ きくっくうの あうすっかっえ, うた «すさぇゃはす» しかせあぇとうっ さけょくけえ 
ゃけえしおけゃけえ つぇしすう, おけすけさにっ ぇおすうゃくけ あゅせす ぉけっこさうこぇしに, けしすぇゃかはのとうっ こけしかっ しっぉは 
さっいおうえ いぇこぇた. ╅ぇかけぉに あうすっかっえ きに ぇょさっしけゃぇかう おけきぇくょうさせ つぇしすう こけかおけゃくうおせ 
╁ぇかっさうの 『うくちけゃせ, くぇ ょくはた きに こけかせつうかう けそうちうぇかぬくにえ けすゃっす:

«]けけぉとぇの, つすけ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し さってっ-
くうっき ╋うくうしすさぇ けぉけさけくに [けししうえしおけえ 《っょっ-
さぇちうう こけ けこすうきういぇちうう しうしすっきに たさぇくっくうは 
いぇこぇしけゃ さぇおっす う ぉけっこさうこぇしけゃ, ぇ すぇおあっ ゃけ 
うしこけかくっくうっ せおぇいぇくうえ くぇつぇかぬくうおぇ ╂っくっ-
さぇかぬくけゅけ 【すぇぉぇ けす 9 そっゃさぇかは 2010 ゅけょぇ 
わ36/1/0185, けす 3 しっくすはぉさは 2010 ゅけょぇ 
わ561/16/5234 う せおぇいぇくうえ くぇつぇかぬくうおぇ  
╂[┿〉 ╋¨ けす 11 きぇさすぇ 2010 ゅけょぇ わ561/5/220 
ゃ ゃけえしおけゃけえ つぇしすう こさけゃけょはすしは さぇぉけすに こけ 
せくうつすけあっくうの すったくうつっしおう う きけさぇかぬくけ せしすぇ-
さっゃてうた, し うしすっおてうきう くぇいくぇつっくくにきう しさけおぇ-
きう しかせあぉに, くっこさうゅけょくにた お ぉけっゃけきせ こさうきっ-
くっくうの ぉけっこさうこぇしけゃ. 

[ぇぉけすに こさけういゃけょはすしは 
くぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ-たけ-
いはえしすゃっくくけえ すっささうすけさうう 
ゃけえしおけゃけえ つぇしすう ゃ さぇぉけ-
つっっ ゃさっきは し 9:00 ょけ 17:00 
し こっさっさにゃけき くぇ けぉっょ し 
12:00 ょけ 13:00 くぇ こかけとぇょ-
おっ せくうつすけあっくうは ねかっきっくすけゃ 
ぉけっこさうこぇしけゃ, けぉけさせょけゃぇく-
くけえ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し すさっ-
ぉけゃぇくうはきう ]〈‶ 44┿0[-021-03, ゃ こっつぇた (こかけ-
とぇょおぇ ゃゃっょっくぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの ゃ 2000 ゅけょせ 
ぇおすけき ゃけえしおけゃけえ つぇしすう 64176). 

[ぇぉけすに こさけういゃけょはすしは くぇ けしくけゃぇくうう すった-
くけかけゅうつっしおけゅけ こさけちっししぇ こさけういゃけょしすゃぇ 
さぇぉけす こけ せくうつすけあっくうの ねかっきっくすけゃ ぉけっ-
こさうこぇしけゃ し しけぉかのょっくうっき こさぇゃうか すったくうおう 
ぉっいけこぇしくけしすう, しぇくうすぇさくにた くけさき う こさぇゃうか 
けたさぇくに けおさせあぇのとっえ しさっょに. ╁ さっいせかぬすぇすっ 
しあうゅぇくうは ゃけいくうおぇっす くっいくぇつうすっかぬくぇは, おさぇ-
すおけゃさっきっくくぇは いぇょにきかひくくけしすぬ. 

15 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ ]ゃっさょかけゃしおうき ゅけしせ-
ょぇさしすゃっくくにき せつさっあょっくうっき «『っくすさ ねおけかけ-
ゅうつっしおけゅけ きけくうすけさうくゅぇ う おけくすさけかは» ぉにかう 

こさけういゃっょっくに さぇぉけすに こけ けすぉけさせ こさけぉ くぇ きっ-
しすっ こさけゃっょっくうは さぇぉけす こけ せくうつすけあっくうの ぉけっ-
こさうこぇしけゃ う ゃ こ. ╉っょさけゃおっ, ゃ きっしすぇた くぇうぉけかっっ 
こさうぉかうあっくくにた お きっしすせ せくうつすけあっくうは (せか. ]け-
ゃっすしおぇは, ょ.18, ょ.19). [っいせかぬすぇすに けすぉけさぇ こさけぉ 
けそけさきかっくに こさけすけおけかぇきう けす 15 きぇさすぇ 2011 
ゅけょぇ. [っいせかぬすぇすに けすぉけさぇ こさけぉ こけおぇいにゃぇのす, つすけ 
ょぇあっ ゃ きっしすっ せくうつすけあっくうは ぉけっこさうこぇしけゃ こさっ-
ゃにてっくうは せしすぇくけゃかっくくにた しぇくうすぇさくにた くけさき くっす. 

╉さけきっ すけゅけ, ょぇくくにっ さぇぉけすに ゃっょせすしは ょかは 
こけゃにてっくうは ゃいさにゃけこけあぇさけぉっいけこぇしくけしすう 
ぇさしっくぇかぇ, ぉっいけこぇしくけしすう あうすっかっえ こけしひかおぇ 
╉っょさけゃおう, あうすっかっえ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ». 

[ぇょせっす, つすけ こけ いぇおかのつっくうの しこっちうぇかうしすけゃ 
«ゃけいょせてくぇは すさっゃけゅぇ» けおぇ-
いぇかぇしぬ かけあくけえ, ぇ いぇこぇてけお 
う ゃけゃしっ くぇ こけかぬいせ あうすっ-
かはき, ゃっょぬ うきっくくけ さぇょう うた 
ぉっいけこぇしくけしすう しすぇさぇのすしは 
ゃけっくくにっ. ]かせあぇとうっ 『っく-
すさぇかぬくけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ 
すけあっ くっけょくけおさぇすくけ いぇはゃ-
かはかう, つすけ ゃいさにゃに くぇ ぇょせえ-
しおけき こけかうゅけくっ – ぉっいせしかけゃ-

くけっ ぉかぇゅけ. ╇くぇつっ, うい-いぇ くっ せくうつすけあっくくにた 
ゃけゃさっきは しくぇさはょけゃ かっすっすぬ くぇき ゃしっき ゃにしけおけ う 
ぉっいゃけいゃさぇすくけ. ‶け ねすけえ かけゅうおっ  う すさっとうくに くぇ 
ょけきぇた, う けぉゃぇかうゃてぇはしは てすせおぇすせさおぇ, う こっさっ-
おけしうゃてうっしは ょゃっさう すけあっ ぉかぇゅけ. ╇ っしかう せこぇょひす 
つすけ-くうぉせょぬ すはあひかけっ くぇ ゅけかけゃせ, くっ あぇかせえ-
すっしぬ, – ゃしひ さぇょう ゃぇてっえ こけかぬいに. ┿ さぇいゃぇかうすしは 
ゃぇてぇ しすぇさぇは たぇすおぇ – くっ しっすせえすっ くぇ «ゃけはお», 
ねすけ けくう けす ぉけかぬてけえ かのぉゃう お くぇさけょせ. 

′っ さぇょに すぇおけえ いぇぉけすっ? ‶さうしけっょうくはえすっしぬ お 
くぇてっきせ ‶さけすっしすせ, しぉけさ こけょこうしっえ ゃっょひすしは ょけ 
おけくちぇ ぇこさっかは. ¨しすぇゃうすぬ こけょこうしぬ うかう ゃいはすぬ 
こけょこうしくにっ かうしすに ゃに きけあっすっ ゃ くぇてっき けすょっかっ 
さっおかぇきに うかう しおぇつぇすぬ し しぇえすぇ BERGRAD.RU.

11 ぇこさっかは ゃ 19.00 
ゃ こけしひかおっ ¨おすはぉさぬしおけき 

せ きぇゅぇいうくぇ 
う ゃ 20.00 ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう 

こけしひかおぇ ╉っょさけゃおう 
いぇきっしすうすっかぬ 

ゅかぇゃに ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ 
けさゅぇくういせっす したけょ ゅさぇあょぇく 

こけ しぉけさせ こけょこうしっえ 
ゃ こけょょっさあおせ ‶さけすっしすぇ.

┮┲┯┯┩┮┶┬┦┱┲┩ ┲┥┴┤┽┩┱┬┩
╉┿]┿╄〈]ぅ ‶╊¨》¨╈ 〈[┿′]‶¨[〈′¨╈ ╃¨]〈〉‶′¨]〈╇ ╋╄╅╃〉 ╂¨[¨╃┿╋╇ 

╀╄[┱╆¨╁]╉╇╈ ╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂ «╁ 』┿]｠ ‶╇╉»
╃かは せかせつてっくうは すさぇくしこけさすくけえ ょけしすせこくけしすう う しくうあっくうは ぇゃぇさうえくけしすう くぇ けあうゃかひくくけえ ぇさ-

すっさうう ╀っさひいけゃしおうえ–╄おぇすっさうくぉせさゅ しかっょせっす ゃくっしすう ういきっくっくうは ゃ さっあうき さぇぉけすに しゃっすけそけさけゃ 
う ょゃうあっくうっ すさぇくしこけさすぇ くぇ くっおけすけさにた こっさっおさひしすおぇた ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ, しおけささっおすうさけ-
ゃぇすぬ せつぇしすおう ょかは けさゅぇくういぇちうう «いっかひくけえ ゃけかくに» くぇ けしくけゃくにた くぇこさぇゃかっくうはた う くぇしにとっくくにた 
すさぇくしこけさすくにた こけすけおぇた, さぇしてうさうすぬ けすょっかぬくにっ けしすぇくけゃけつくにっ おけきこかっおしに, せしすぇくけゃうすぬ くけゃにっ 
ょけさけあくにっ いくぇおう う くぇくっしすう さぇいきっすおせ. ╁ しゃはいう し ねすうき こさけしうき:

1. ╃かは けさゅぇくういぇちうう おけけさょうくうさけゃぇくくけゅけ せこさぇゃかっくうは ょゃうあっくうは こけ せか. ╊っくうくぇ う ╀っさひいけゃ-
しおうえ すさぇおす ういきっくうすぬ さっあうき さぇぉけすに しゃっすけそけさけゃ:

′ぇ しゃっすけそけさっ せか. ╊っくうくぇ–せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ ょけこけかくうすっかぬくけ せゃっかうつうすぬ うくすっさゃぇか さぇぉけ-
すに こけ ゅかぇゃくけえ ょけさけゅっ くぇ 20 しっおせくょ.

′ぇ しゃっすけそけさっ せか. ╊っくうくぇ–せか. ╉うさけゃぇ ょけこけかくうすっかぬくけ せゃっかうつうすぬ うくすっさゃぇか さぇぉけすに こけ 
ゅかぇゃくけえ ょけさけゅっ くぇ 20 しっおせくょ.

′ぇ しゃっすけそけさっ せか. ╊っくうくぇ–せか. ╉うさけゃぇ しうくたさけくういうさけゃぇすぬ さぇぉけすせ こけ ゅかぇゃくけえ ょけさけゅっ しけ 
しゃっすけそけさけき くぇ か. ╊っくうくぇ–せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ.

′ぇ しゃっすけそけさっ せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす, ょ. 5 ょけこけかくうすっかぬくけ せゃっかうつうすぬ うくすっさゃぇか さぇぉけすに こけ 
ゅかぇゃくけえ ょけさけゅっ くぇ 30 しっおせくょ.

′ぇ しゃっすけそけさっ せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす, ょ. 4ぇ  ょけこけかくうすっかぬくけ せゃっかうつうすぬ うくすっさゃぇか さぇぉけすに 
こけ ゅかぇゃくけえ ょけさけゅっ くぇ 30 しっおせくょ.

′ぇ しゃっすけそけさっ せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす–せか. ╂けさぬおけゅけ ょけこけかくうすっかぬくけ せゃっかうつうすぬ うくすっさゃぇか 
さぇぉけすに こけ ゅかぇゃくけえ ょけさけゅっ くぇ 10 しっおせくょ.

′ぇ しゃっすけそけさっ せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす–せか. 』ぇこぇっゃぇ ょけこけかくうすっかぬくけ せゃっかうつうすぬ うくすっさゃぇか 
さぇぉけすに こけ ゅかぇゃくけえ ょけさけゅっ くぇ 10 しっおせくょ.

2. 〉しすぇくけゃうすぬ ょけこけかくうすっかぬくけ いくぇおう:
′ぇ こっさっおさひしすおっ こけ せか. ╊っくうくぇ, ょ. 2ょ ゃけいかっ けしすぇくけゃおう «ぃあくぇは てぇたすぇ» せしすぇくけゃうすぬ いくぇお 

5.15.1 «′ぇこさぇゃかっくうは ょゃうあっくうは こけ こけかけしぇき». ‶け ぉっいにきはくくけえ せかうちっ くぇ ねすけき あっ こっさっおさひしす-
おっ (こけ くぇこさぇゃかっくうの けす ‶っさゃけきぇえしおけゅけ こけしひかおぇ) ういきっくうすぬ いくぇお 5.15.1 «′ぇこさぇゃかっくうは ょゃう-
あっくうは こけ こけかけしぇき» し «′ぇかっゃけ, ‶さはきけ – ′ぇこさぇゃけ» くぇ «‶さはきけ – くぇこさぇゃけ, くぇかっゃけ».

′ぇ こっさっおさひしすおっ せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす, ょ. 5 せしすぇくけゃうすぬ いくぇおう 5.15.1 «′ぇこさぇゃかっくうは ょゃう-
あっくうは こけ こけかけしぇき».

′ぇ こっさっしっつっくうう せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす, ょ. 5 し ╄おぇすっさうくぉせさゅしおけえ おけかぬちっゃけえ ぇゃすけょけさけゅけえ 
せしすぇくけゃうすぬ いくぇおう 5.15.1 «′ぇこさぇゃかっくうは ょゃうあっくうは こけ こけかけしぇき», 5.15.3 «′ぇつぇかけ こけかけしに» う 
5.15.5 «╉けくっち こけかけしに» こさう しなっいょぇた し ╄╉┿╃ぇ.

 ′ぇ こっさっしっつっくうう せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす–せか. ╂けさぬおけゅけ せしすぇくけゃうすぬ いくぇおう 5.15.1 «′ぇこさぇゃ-
かっくうは ょゃうあっくうは こけ こけかけしぇき».

 ′ぇ こっさっしっつっくうう せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす–せか. 』ぇこぇっゃぇ せしすぇくけゃうすぬ いくぇおう 5.15.1 «′ぇこさぇゃかっ-
くうは ょゃうあっくうは こけ こけかけしぇき».

3. ‶さけゃっしすう ょけさけあくけ-しすさけうすっかぬくにっ さぇぉけすに:
′ぇくっしすう さぇいきっすおせ こけ ゃしっえ ょかうくっ せかうち ╊っくうくぇ う ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす, すぇおあっ くぇ ゃしった こさう-

きにおぇのとうた お くうき せかうちぇた.
‶け せか. ╊っくうくぇ くぇ けしすぇくけゃおっ «【おけかぇ わ1» ゃ けぉっ しすけさけくに けさゅぇくういけゃぇすぬ «おぇさきぇく» けぉとっ-

しすゃっくくけきせ すさぇくしこけさすせ, けく あっ «けしすさけゃけお ぉっいけこぇしくけしすう».
‶け せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす くぇ けしすぇくけゃおっ «╀]〉» こけ くっつひすくけえ しすけさけくっ けさゅぇくういけゃぇすぬ «おぇさ-

きぇく» けぉとっしすゃっくくけきせ すさぇくしこけさすせ, けく あっ «けしすさけゃけお ぉっいけこぇしくけしすう».
╉ こっさゃけけつっさっょくにき う くっけすかけあくにき きっさけこさうはすうはき しかっょせっす けすくっしすう: さっゅせかうさけゃおせ しゃっすけそけ-

さけゃ ょかは けさゅぇくういぇちうう おけけさょうくうさけゃぇくくけゅけ ょゃうあっくうは う くぇくっしっくうっ さぇいきっすおう.
╃ぇくくにっ ういきっくっくうは ゃ すさぇくしこけさすくけき ょゃうあっくうう, きに くぇょっっきしは, ぉせょせす しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ しくう-

あっくうの こさぇゃけくぇさせてっくうえ ゃ けぉかぇしすう ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは う せかせつてっくうの けぉとっえ ねおけくけきうつっ-
しおけえ しうすせぇちうう ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ.
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19:00 ╃/] ╃╄′を ′┿ ╁¨╈′╄

20:00 ╃/《 ]┿╃ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇

21:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

22:00 ╃/《 ′╄╊を]¨′ ╋┿′╃╄╊┿: ╁¨╈′┿ ╆┿ ╋╇[

23:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

0:00 ╃/] ‶〉〈を ╋╄』┿

1:00 ╃/《 ′┿』┿╊¨ ╁¨╈′｠

2:00 ╃/《 ╅┿′′┿ ╃'┿[╉

3:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

4:00 ╃/《 ]┿╃ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇

5:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

6:00 ╃/《 ′╄╊を]¨′ ╋┿′╃╄╊┿: ╁¨╈′┿ ╆┿ ╋╇[

7:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

8:00 ╃/] ‶〉〈を ╋╄』┿

9:00 ╃/《 ′┿』┿╊¨ ╁¨╈′｠

10:00 ╃/《 ╅┿′′┿ ╃'┿[╉

11:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

12:00 ╃/《 ]┿╃ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇

13:00 ╃/《 ╆┿╀｠〈｠╄ ′┿╁¨╃′╄′╇ぅ

14:00 ╃/《 ′╄╊を]¨′ ╋┿′╃╄╊┿: ╁¨╈′┿ ╆┿ ╋╇[

15:00 ╃/] [┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ

16:00 ╃/] ‶〉〈を ╋╄』┿

17:00 ╃/《 ′┿』┿╊¨ ╁¨╈′｠

18:00 ╃/《 ╅┿′′┿ ╃'┿[╉

19:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

20:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ

21:00 ╃/《 〈┿╈′┿ ╂╇╀╄╊╇ «╋ぁ[╇ [¨〉╆»

22:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

23:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿

0:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ 

╄╂╇‶╄〈

1:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿

2:00 ╃/《 ‶[┿╁╃╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ ╃╅╄╉╇╊┿ ╇ 

》┿╈╃┿

3:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

4:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ

5:00 ╃/《 〈┿╈′┿ ╂╇╀╄╊╇ «╋ぁ[╇ [¨〉╆»

6:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇
7:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿
8:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ 

╄╂╇‶╄〈
9:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿
10:00 ╃/《 ]╇[¨〈｠ ¨》╀╄[╂┿
11:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨
12:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ
13:00 ╃/《 〈┿╈′┿ ╂╇╀╄╊╇ «╋ぁ[╇ [¨〉╆»
14:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇
15:00 ╃/] ╃╄〈╇ ┿╁[┿┿╋┿
16:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ 

╄╂╇‶╄〈
17:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿
18:00 ╃/《 ]╇[¨〈｠ ¨》╀╄[╂┿
19:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨
20:00 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
20:30 ╃/《 ╉¨╉┿-╉¨╊┿ ′╄ ]╃┿╄〈]ぅ
21:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╃[╄╁′ぅぅ 

]〈¨╊╇『┿ ╉╇〈┿ぅ
22:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[
23:00 ╃/《 ′╄‶¨〈¨‶╊ぅ╄╋｠╈ 〈╇〈┿′╇╉
0:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄
1:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ
2:00 ╃/] ╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨╁┿〈を ╁ 80-╄
3:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨
4:00 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
4:30 ╃/《 ╉¨╉┿-╉¨╊┿ ′╄ ]╃┿╄〈]ぅ
5:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╃[╄╁′ぅぅ 

]〈¨╊╇『┿ ╉╇〈┿ぅ

6:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[
7:00 ╃/《 ′╄‶¨〈¨‶╊ぅ╄╋｠╈ 〈╇〈┿′╇╉
8:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄
9:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ
10:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠
11:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨
12:00 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
12:30 ╃/《 ╉¨╉┿-╉¨╊┿ ′╄ ]╃┿╄〈]ぅ
13:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╃[╄╁′ぅぅ 

]〈¨╊╇『┿ ╉╇〈┿ぅ
14:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[
15:00 ╃/《 ′╄‶¨〈¨‶╊ぅ╄╋｠╈ 〈╇〈┿′╇╉
16:00 ╃/《 ╂╊┿╃╇┿〈¨[｠: ╁¨╆[¨╅╃╄′╇╄
17:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ
18:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠
19:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨
20:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′
21:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿
22:00 ╃/《 «╆╄╊╄′｠╈ ‶¨ぅ]» - ╇]〈¨[╇ぅ ╁┿′╂┿[╇ 

╋┿┿〈┿╇
23:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇
0:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇
1:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿ - [¨╅╃╄]〈╁¨
2:00 ╃/《 ╋╄》┿′╇╆╋ ]╊┿╁｠: THE MONKEES
3:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨
4:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′
5:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

6:00 ╃/《 «╆╄╊╄′｠╈ ‶¨ぅ]» - ╇]〈¨[╇ぅ ╁┿′╂┿[╇ 

╋┿┿〈┿╇

7:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇

8:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇

9:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿ - [¨╅╃╄]〈╁¨

10:00 ╃/《 ╋╄》┿′╇╆╋ ]╊┿╁｠: THE MONKEES

11:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

12:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

13:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

14:00 ╃/《 «╆╄╊╄′｠╈ ‶¨ぅ]» - ╇]〈¨[╇ぅ ╁┿′╂┿[╇ 

╋┿┿〈┿╇

15:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇

16:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇

17:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿ - [¨╅╃╄]〈╁¨

18:00 ╃/《 ╋╄》┿′╇╆╋ ]╊┿╁｠: THE MONKEES

19:00 ╃/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ‶〉』』╇′╇

21:00 ╃/《 ╉╇〈┿╈]╉╇╄ ‶¨╉¨[╇〈╄╊╇ ╋¨[╄╈

22:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00 ╃/] ╋¨[]╉┿ぅ ╃╄[╅┿╁┿

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «╉〉》′ぅ»
11.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
12.00 》/《 «╇′]‶╄╉〈¨[ ╂┿╇» 
13.30 «╋〉╅]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇» 
14.00 «╃┿』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
14.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00, 03.20 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.30 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»
20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»
21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.30 》/《 «╋｠ ╅╇╊╇ ‶¨ ]¨]╄╃]〈╁〉»
01.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
01.30 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»
02.25 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»
04.20 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
7.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
12.00 》/《 «╃┿』′╇『┿»
14.00 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»
15.00 》/《 «′╄ ╋¨╂〉 ]╉┿╆┿〈を «‶[¨】┿╈»
16.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»
17.00, 04.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»
21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.30 》/《 «′┿【 ╃¨╋»
01.25 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»
02.15 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»
05.05 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 ╃[┿╋┿ «〈¨╊を╉¨ 〈｠...», 1-6 ]╄[╇╇

16.45 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

17.00, 03.55 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»

21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «┱╊╉╇-‶┿╊╉╇!..»

01.15 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»

02.05 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.55 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 ╃[┿╋┿ «〈¨╊を╉¨ 〈｠...», 1-6 ]╄[╇╇

16.35 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

17.00, 04.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»

21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «[¨╆｠╂[｠【»

01.25 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»

02.15 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

05.05 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.30 》/《 «′╄ ╀｠╊¨ ‶╄』┿╊╇»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿» 

11.00 》/《 «╉¨╂╃┿ ╄┱ ]¨╁]╄╋ ′╄ ╅╃┱【を...» 

17.20 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.20 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 》/《 «╊ぃ╀╇ ╋╄′ぅ»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ╇ ′╄′┿╁╇]〈を» 

02.05 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»

03.00 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.55 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

04.55 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

6.00 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.20 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁]┱ ╃╊ぅ ╁┿]»

9.10 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

10.10 》/《 «╂┿[╃╄╋┿[╇′｠, ╁‶╄[┱╃!» 

16.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

17.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 》/《 «╋｠ ]〈[┿′′¨ ╁]〈[╄〈╇╊╇]を»

21.10 》/《 «《[┿′『〉╆»

23.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «╆┿╂┿╃╉┿ ぁ′╃》┿〉╆┿»

02.00 》/《 «‶┿[╇╅»

04.30 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»

05.20 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

7.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁╄]╄′′╇╄ 》╊¨‶¨〈｠»

9.10 «╃┿』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

9.40 ╃╄〈╄╉〈╇╁′┿ぅ ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶¨╈╋┿〈を ╁¨[┿»

11.45 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

12.15 ╇]〈¨[╇╉¨-╀╇¨╂[┿《╇』╄]╉╇╈ 《╇╊を╋ 

«‶¨〈¨‶» 

18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

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

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 》/《 «┿《╄[╇]〈｠»

21.20 ╉¨╋╄╃╇╈′｠╈ ╀¨╄╁╇╉ «╂[ぅ╆′┿ぅ ╇╂[┿»

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00 》/《 «╋┿╊╄′を╉┿ぅ ╁╄[┿»

02.35 ╀¨╄╁╇╉ «』〉╁]〈╁¨ ╁╇′｠»

05.20 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
7.00 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇»
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 «¨‶┿]′┿ぅ ╁]╄╊╄′′┿ぅ»
11.15, 12.30 》/《 «‶ぅ〈を╃╄]ぅ〈 ′┿ ‶ぅ〈を╃╄]ぅ〈»
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 》/《 «《[¨′〈 ╀╄╆ 《╊┿′╂¨╁», 1 ]╄[╇ぅ
00.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.00 〈/] «〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈ 《[¨′〈»
03.10 》/《 «]〈¨ ]¨╊╃┿〈 ╇ ╃╁╄ ╃╄╁〉【╉╇»
05.05 «¨‶┿]′┿ぅ ╁]╄╊╄′′┿ぅ»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]

6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇

10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]

10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

11.25, 12.30 》/《 «]╊〉』┿╈ ╁ ╉╁┿╃[┿〈╄ 36-80»

13.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

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 》/《 «《[¨′〈 ╀╄╆ 《╊┿′╂¨╁», 2 ]╄[╇ぅ

00.15 》/《 «‶[╇]〈〉‶╇〈を ╉ ╊╇╉╁╇╃┿『╇╇»

02.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

03.55 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.05, 12.30 》/《 «¨╃╇′ ╇╆ ′┿]»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
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 》/《 «《[¨′〈 ╆┿ ╊╇′╇╄╈ 《[¨′〈┿», 1 ]╄[╇ぅ
00.10 》/《 «‶ぅ〈を╃╄]ぅ〈 ′┿ ‶ぅ〈を╃╄]ぅ〈»
02.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.05 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5
04.40 ‶[¨╂[╄]]

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
1 1 . 0 5 ,  1 2 . 3 0  》 / 《  « ╂ ¨ ] 〉 ╃ ┿ [ ] 〈 ╁ ╄ ′ ′ ｠ ╈ 

‶[╄]〈〉‶′╇╉»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
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 》/《 «《[¨′〈 ╆┿ ╊╇′╇╄╈ 《[¨′〈┿», 2 ]╄[╇ぅ
00.10 》/《 «¨╃╇′ ╇╆ ′┿]»
02.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.15 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[ ′┿ 5
04.50 ‶[¨╂[╄]]

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
7.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00 ]╄╈』┿]
10.30 ╉ ╃′ぃ [¨╅╃╄′╇ぅ ┿╊╊｠ ‶〉╂┿』╄╁¨╈. «╊〉』-

【╇╄ ‶╄]′╇»
11.20, 12.30 》/《 «╃╁¨╈′¨╈ ¨╀╂¨′»
13.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
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′╇╉»
22.00 》/《 «《[¨′〈 ╁ 〈｠╊〉 ╁[┿╂┿»
01.10 》/《 «╉╊╄〈╉┿ ╃╊ぅ ╉[¨╊╇╉¨╁»
03.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
04.05 ╅╄′]╉╇╈ ╁╄』╄[

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.25 》/《 «╉┿╉ ╇╁┿′〉【╉┿ ╃〉[┿』¨╉ ╆┿ 』〉╃¨╋ 

》¨╃╇╊»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 〈/] «]‶[〉〈»

17.55 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇

18.30 ]╄╈』┿]

19.00 〈/] «]╋╄[〈を 【‶╇¨′┿╋. ╉[｠╋»

23.15 〈/] «〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈ 《[¨′〈»

01.15 》/《 «╀╄[╄╂ ╋¨]╉╇〈¨╁»

03.35 》/《 «[¨╅╃╄′′｠╈ ╁¨[¨╋»

6.00 ╃/《 «╇]』╄╆′〉╁【╇╈ 《╊¨〈 》〉╀╇╊┿╈-》┿′┿»

7.00 ╃/《 «′┿╄╃╇′╄ ] ‶[╇[¨╃¨╈. 』〉╁]〈╁╇〈╄╊を-

′｠╄ ┿╉〉╊｠»

7.30 ╃/《 «¨ 》╇〈[¨╈ ╊╇]╄»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.15 》/《 «〉』╄′╇╉ ╊╄╉┿[ぅ»

9.30 》/《 «‶¨]╊╄ ╃¨╅╃╇』╉┿, ╁ 』╄〈╁╄[╂...»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 》/《 «‶¨]╊╄ ╃¨╅╃╇』╉┿, ╁ 』╄〈╁╄[╂...»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.05 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00 》/《 «╂¨]‶¨╃┿ ¨《╇『╄[｠»

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 》/《 «╂¨]‶¨╃┿ ¨《╇『╄[｠»

23.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

00.00 》/《 «╉[¨╁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 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.45 》/《 «¨〈[ぅ╃ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.10 》/《 «╁｠╉〉‶»
04.30 》/《 «╀┿╀¨』╉╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ╊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, 05.15 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を»
03.15 》/《 «╉╇′╂]┿╈╆»

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 》/《 «〉╉[┿╃╄′′｠╈ ‶¨╄╆╃»
03.05 》/《 «〈┿╋ ╁╃┿╊╇ ╆┿ [╄╉¨╈»
04.45 》/《 «╆┿╂¨╁¨[ ]╉〉[╊┿〈┿╄╁»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «┿〈┿╉┿»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 〈/] «╁¨[¨〈╇╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «┿〈┿╉┿»
03.25 》/《 «╉¨╊¨′′┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
10.30 》/《 «‶[┿╁¨ ′┿ ╁｠]〈[╄╊»
12.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 〈/] «╁¨[¨〈╇╊｠»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
18.30 «╃╄′を»
20.00, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «╆┿╂¨╁¨[ ]╉〉[╊┿〈┿╄╁»
03.05 》/《 «′╇┿╂┿[┿»
04.45 》/《 «〈┿╋ ╁╃┿╊╇ ╆┿ [╄╉¨╈»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.10 》/《 «╀┿╀¨』╉╇»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 « ‶[╄╃‶[╇′╇╋┿〈╄╊を»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30 》/《 «‶ぅ〈を ╋╇′〉〈 ]〈[┿》┿»

11.25 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╇╁┿′ ‶¨╃〉【╉╇′. ╃╅╄′〈╊を╋╄′ 

]｠]╉┿. ╀〉╉╄〈 ‶[╄╉[┿]′｠》 ╃┿╋»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»

16.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╋╀»

19.00 〉╅┿]｠ «¨╀¨[¨〈′╇»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

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

01.30 〉╅┿]｠ «¨╀¨[¨〈′╇»

03.20 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╋╀»

05.40 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.15 》/《 «‶ぅ〈を ╋╇′〉〈 ]〈[┿》┿»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.15 》/《 «‶[┿╁¨ ′┿ ╁｠]〈[╄╊»

11.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╇╁┿′ ‶¨╃〉【╉╇′. ╃╅╄′〈╊を╋╄′ 

]｠]╉┿. ╀〉╉╄〈 ‶[╄╉[┿]′｠》 ╃┿╋»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»

16.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╋╀»

19.00 〈[╇╊╊╄[ «〉╅┿] ┿╋╇〈╇╁╇╊ぅ»

21.10 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.10, 05.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 ╀¨╄╁╇╉ «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»

01.30 〈[╇╊╊╄[ «〉╅┿] ┿╋╇〈╇╁╇╊ぅ»

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

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

6:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
6:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
7:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
7:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
8:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
8:40 』〉╃╄]┿ [｠╀′¨╈ ╊¨╁╊╇ ′┿ ╋┿╊を╃╇╁┿》
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 〈[¨《╄╇ ╇╆ ′¨╁¨╈ ╆╄╊┿′╃╇╇
16:15 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
16:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
17:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
17:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
19:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
19:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
20:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
20:25 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
21:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
21:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
22:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
22:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
23:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
23:40 ¨》¨〈┿ ╁ 〈〉╋┿′╄
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 ぃ′｠╄ ¨》¨〈′╇『｠

7:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇

8:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁

8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

9:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇

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

10:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠

11:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

12:55 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

13:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

14:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

14:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

15:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈

15:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿

16:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿

16:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

17:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

18:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇

19:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

19:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇

20:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄

20:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇

21:15 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

22:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ] [¨╀]¨′¨╋ 

╂[╇′¨╋

23:00 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉

23:40 ╀╊┿╂¨〉]〈[¨╈]〈╁¨ ‶[〉╃¨╁ ╇ ╇》 ̈ ╀]╊〉╅╇╁┿′╇╄

0:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇

1:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋

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 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
9:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
9:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
10:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
10:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
11:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
11:40 』〉╃╄]┿ [｠╀′¨╈ ╊¨╁╊╇ ′┿ ╋┿╊を╃╇╁┿》
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 〈[¨《╄╇ ╇╆ ′¨╁¨╈ ╆╄╊┿′╃╇╇
19:15 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
19:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
20:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
20:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
21:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
21:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
22:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
22:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
23:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
23:25 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
0:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
1:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
1:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
2:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
2:40 ¨》¨〈┿ ╁ 〈〉╋┿′╄
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 ぃ′｠╄ ¨》¨〈′╇『｠
10:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
11:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
13:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
13:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
14:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
14:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:55 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
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【¨╈ ¨》¨〈｠
23:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
23:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
0:15 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
1:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ] [¨╀]¨′¨╋ 

╂[╇′¨╋
2:00 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
2:40 ╀╊┿╂¨〉]〈[¨╈]〈╁¨ ‶[〉╃¨╁ ╇ ╇》 ̈ ╀]╊〉╅╇╁┿′╇╄
3:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
4:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
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 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

12:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈

12:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇

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

13:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇

14:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈

14:40 』〉╃╄]┿ [｠╀′¨╈ ╊¨╁╊╇ ′┿ ╋┿╊を╃╇╁┿》

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 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈

22:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

23:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ ÀÏÐÅËÜ
‶はすぇは くっょっかは ╁っかうおけゅけ こけしすぇ

5 ぇこさっかは, ゃすけさくうお 15.00 ]けぉけさけゃぇくうっ
6 ぇこさっかは, しさっょぇ 16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ
7 ぇこさっかは, つっすゃっさゅ – ╀かぇゅけゃっとっくうっ ‶さっしゃはすけえ ╀けゅけさけょうちに

8.30 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは. 
′ぇ すさぇこっいっ さぇいさってぇっすしは さにぉぇ

16.00 〉すさっくは
8 ぇこさっかは, こはすくうちぇ 8.30 』ぇしに. ╁っつっさくは. ╊うすせさゅうは ‶さっあょっけしゃはとひくくにた ╃ぇさけゃ

16.00 〉すさっくは
9 ぇこさっかは, しせぉぉけすぇ – ‶けたゃぇかぇ ‶さっしゃはすけえ ╀けゅけさけょうちに

9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ

10 ぇこさっかは, ゃけしおさっしっくぬっ – ‶さっこけょけぉくけえ ╋ぇさうう ╄ゅうこっすしおけえ
8.30 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
15.00 ]けぉけさけゃぇくうっ

【っしすぇは くっょっかは ╁っかうおけゅけ こけしすぇ
12 ぇこさっかは, ゃすけさくうお 15.00 ]けぉけさけゃぇくうっ. (‶けしかっょくっっ ゃけ ゃさっきは ╁っかうおけゅけ こけしすぇ)
14 ぇこさっかは, つっすゃっさゅ 16.00 〉すさっくは
15 ぇこさっかは, こはすくうちぇ 8.30 』ぇしに. ╁っつっさくは. ╊うすせさゅうは ‶さっあょっけしゃはとひくくにた ╃ぇさけゃ

16.00 〉すさっくは
16 ぇこさっかは, しせぉぉけすぇ – ╊ぇいぇさっゃぇ しせぉぉけすぇ

9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ

17 ぇこさっかは, ゃけしおさっしっくぬっ – ╁たけょ ╂けしこけょっくぬ ゃ ╇っさせしぇかうき. 
╁っさぉくけっ ゃけしおさっしっくぬっ

8.30 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは. 
′ぇ すさぇこっいっ さぇいさってぇっすしは さにぉぇ

]っょぬきぇは, しすさぇしすくぇは くっょっかは ╁っかうおけゅけ こけしすぇ
19 ぇこさっかは, ╁っかうおうえ ╁すけさくうお 16.00 〉すさっくは

20 ぇこさっかは, ╁っかうおぇは ]さっょぇ 8.30 』ぇしに. ╁っつっさくは. ╊うすせさゅうは ‶さっあょっけしゃはとひくくにた ╃ぇさけゃ
16.00 〉すさっくは

21 ぇこさっかは, ╁っかうおうえ 』っすゃっさすけお – ╁けしこけきうくぇくうっ 〈ぇえくけえ ╁っつっさう
8.30 ╁っつっさくは. ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
16.00 〉すさっくは

22 ぇこさっかは, ╁っかうおうえ ‶はすけお 9.00 ‶けしかっょけゃぇくうっ つぇしけゃ. (╊うすせさゅうう くっ こけかけあっくけ).
╃っくぬ しすさけゅけゅけ こけしすぇ

15.00 ╁っつっさくは. 〉すさっくは. ╁にくけし ]ゃはすけえ ‶かぇとぇくうちに
23 ぇこさっかは, ╁っかうおぇは ]せぉぉけすぇ 8.30 ╁っつっさくは. ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは (こけ けおけくつぇくうう かう-

すせさゅうう けしゃはとっくうっ こぇしたぇかぬくにた おせかうつっえ う はうち)
22.00 ╇しこけゃっょぬ
23.00 ‶けかせくけとくうちぇ
24.00 ]ゃっすかけっ 》さうしすけゃけ ゃけしおさっしっくうっ ‶ぇしたぇ. 

‶ぇしたぇかぬくぇは せすさっくは. ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
24 ぇこさっかは, ゃけしおさっしっくぬっ 10.00 ‶さぇいょくうつくにえ ‶ぇしたぇかぬくにえ きけかっぉっく

]ゃっすかぇは  こぇしたぇかぬくぇは くっょっかは
25 ぇこさっかは, こけくっょっかぬくうお 16.00 ╁っつっさくは. 〉すさっくは
26 ぇこさっかは, ゃすけさくうお – ╇ゃっさしおけえ うおけくに ╀けあうっえ ╋ぇすっさう

9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
28 ぇこさっかは, つっすゃっさゅ 17.00 ┿さたうっさっえしおけっ ‶ぇしたぇかぬくけっ ╀けゅけしかせあっくうっ. 

╁っつっさくは. 〉すさっくは
29 ぇこさっかは, こはすくうちぇ – ╇おけくに ╀けあうっえ  ╋ぇすっさう «╅うゃけくけしくにえ うしすけつくうお»

9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは. ╋ぇかけっ けしゃはとっくうっ ゃけょに
16.00 ╁っつっさくは. 〉すさっくは

30 ぇこさっかは, しせぉぉけすぇ 9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは (こけ けおけくつぇくうう かうすせさゅうう さぇい-
ょさけぉかっくうっ ぇさすけしぇ)

16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ
1 きぇは, ゃけしおさっしっくぬっ – ┿くすうこぇしたぇ

8.30 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは

‶けあぇかせえ, しっゅけょくは ╊けしうくにえ くうつっき くっ けすかうつぇ-
っすしは けす ょさせゅうた すぇおうた あっ こけしひかおけゃ, こけしすさけっくくにた 
ゃ ]けゃっすしおけき ]けのいっ ゃ 30-にっ ゅけょに せあっ こさけてかけゅけ 
しすけかっすうは. ‶さけさったう ゃ あうかうとくけ-おけききせくぇかぬくけき たけ-
いはえしすゃっ, ゃ きっょうちうくっ, けぉさぇいけゃぇくうう, ょさせゅうた しそっさぇた 
– こけゃしのょせ. ′け っしすぬ くっしおけかぬおけ こさうはすくにた くけゃけしすっえ.

]╁ぅ╆を
『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ ′┿]〈〉‶┿╄〈

╁ こけしかっょくっっ ゃさっきは ゃ こけしひかおっ くぇつぇかう ぇおすうゃくけ さぇいゃうゃぇすぬしは おけききせくうおぇ-
ちうう. ╃けかゅけっ ゃさっきは すぇき くっ ぉにかけ しすぇちうけくぇさくけゅけ すっかっそけくぇ, こけねすけきせ こさっ-
けぉかぇょぇかぇ しけすけゃぇは しゃはいぬ, くけ ゃ こさけてかけき ゅけょせ すっかっそけくくせの しっすぬ くぇかぇょうかう. 
╇ しっえつぇし お くっえ こけょおかのつっくけ けおけかけ すさひたしけす ぇぉけくっくすけゃ. ╁きっしすっ しけ しゃはいぬの 
ゃ こけしひかけお こさうてひか ╇くすっさくっす. ]っゅけょくは ぉけかぬてっ 260 つっかけゃっお うきっのす ょけしすせこ 
ゃけ ╁しっきうさくせの こぇせすうくせ う お うくすっさくっす-すっかっゃうょっくうの. ‶けしかっょくっっ – くぇうぉけ-
かっっ ぇおすせぇかぬくけ ょかは ぉっさひいけゃしおけえ ゅかせぉうくおう, こけしおけかぬおせ しきけすさっすぬ すっかっゃういけさ 
ゃ こけしひかおっ こさけぉかっきぇすうつくけ, ゃっょぬ しうかぬくにえ ゃっすっさ う しくっゅけこぇょ ゃかうはのす くぇ 
さぇぉけすせ せかうつくけえ ぇくすっくくに, ぇ いくぇつうす う くぇ ういけぉさぇあっくうっ.

╋╄╃╇『╇′┿
╁｠╊╄』╇〈を ╆〉╀｠ ╇ ╉〉‶╇〈を 

╊╄╉┿[]〈╁┿ ╋¨╅′¨ ╁ ‶¨]┱╊╉╄
╆ぇゃっょせのとぇは そっかぬょてっさしおけ-ぇおせてっさしおうき こせくおすけき ╁っさぇ ¨しぬおうくぇ けぉっ-

とぇっす, つすけ つっさっい きっしはち, こけしかっ おけしきっすうつっしおけゅけ さっきけくすぇ, ゃ 《┿‶っ けすおさけ-
っすしは くっ さぇぉけすぇゃてうえ し くけはぉさは ぇこすっつくにえ おうけしお.  

[ぇい ゃ くっょっかの うい ╋けくっすくけゅけ ゃ こけしひかけお こさうっいあぇっす いせぉくけえ ゃさぇつ. ╁ ねすう 
ょくう けく こさけゃけょうす こかぇくけゃけっ けぉしかっょけゃぇくうっ ぉせょせとうた こっさゃけおかぇてっお う ゃに-
こせしおくうおけゃ ╊けしうくけゃしおけえ ておけかに-うくすっさくぇすぇ. ╉さけきっ ねすけゅけ こさうくうきぇっす こぇ-
ちうっくすけゃ こけ いぇこうしう.

[っょぇおちうは ゃけいけぉくけゃかはっす させぉさうおせ «╂かせぉうくおぇ», ゃ おけすけさけえ さぇししおぇいにゃぇっす 
け あういくう こけしひかおけゃ くぇてっゅけ 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. ]っゅけょくは こさう-
いくぇおう くぇてっえ くっけぉなはすくけえ さけょうくに きに こけったぇかう うしおぇすぬ ゃ ╊けしうくにえ. ‶けしひ-
かけお すぇお くぇいゃぇかう, こけすけきせ つすけ おけゅょぇ-すけ ゃ けおさっしすくけしすはた ぉにかけ きくけゅけ かけしっえ. 
╁っょぬ くっ いさは ゃ くぇつぇかっ 》》 ゃっおぇ いっきかは ╀っさひいけゃしおぇは しつうすぇかぇしぬ おさせこくにき 
こさけきにしかけゃにき ちっくすさけき [けししうう. ┿ しっゅけょくは すぇき ゃけょはすしは かけしう?

╁ こけしひかおっ ╊けしうくけき あうゃひす 
2355 つっかけゃっお. 』うしかっくくけしすぬ 

くぇしっかっくうは ゃきっしすっ 
し ╀っいさっつくにき, ╊せぉはくにき, 

]けかくっつくにき, ╆っかひくにき ╃けかけき 
– 2915 つっかけゃっお.

╉╊┿╃¨╁｠╄ ‶[╇[¨╃｠

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

╉ぇお しけけぉとうかう くぇき ゃ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう ╊けしうくけゅけ, ぉけかけすぇ ゅけさっかう ゃしの 
いうきせ, くけ さぇぉけすに こけ うた すせてっくうの こさけ-
ょけかあぇのすしは. ╁しっゅけ ゃぉかういう こけしひかおぇ 
いぇきっつっくけ 15 けつぇゅけゃ, こさうさけょくけっ すけ-
こかうゃけ ゅけさうす くぇ こかけとぇょう けす こけかせすけさぇ 
ょけ ょゃせた ゅっおすぇさけゃ. ]っえつぇし くぇ すせてっくうう 
すけさそはくうおけゃ さぇぉけすぇっす すさぇおすけさ.

┿くぇすけかうえ ′うおうそけさけゃ うい こけ-
しひかおぇ ╊せぉはくけゅけ さぇぉけすぇっす っゅっさっき 
ぉけかぬてっ ょゃぇょちぇすう かっす. ╋くけあっしすゃけ 
そけすけゅさぇそうえ あうゃけすくにた, こすうち, 
さっょおうた さぇしすっくうえ, いぇきっすけお ゃ ぉかけお-
くけすぇた, すっすさぇょはた しおけこうかけしぬ せ くっゅけ 
いぇ ねすけ ゃさっきは. ╂かぇいぇ っゅっさは ぉかっ-
しすはす, おけゅょぇ けく さぇししおぇいにゃぇっす け しぇ-
きけき おさせこくけき あうゃけすくけき, おけすけさけっ 
ゃけょうすしは ゃ くぇてうた おさぇはた, – け かけしっ. 

– ‶けょかうくくにえ かっしくけえ ゃっかうおぇく! 
╁にしけおうえ ゃ くけゅぇた, ゅけさぉぇす, ゅせぉぇす, くけ 
おさぇしうゃ ゃ ぉっゅっ! ╁しすさっつぇ し くうき – ねすけ 
しけぉにすうっ ょかは ゃこっつぇすかうすっかぬくけゅけ 
つっかけゃっおぇ, – ょっかうすしは ┿くぇすけかうえ ╁ぇ-
しうかぬっゃうつ. – ╁ 70-っ ゅけょに しすけかぬおけ 
かけしっえ ぉにかけ ゃ けおさせゅっ, つすけ くっ しけしつう-
すぇすぬ. 〈けかぬおけ くぇ けすしすさっか ょぇゃぇかう こけ 
60-80 かうちっくいうえ ゃ ゅけょ. ╋はしけ かけしっえ 
しこっちうぇかぬくけ いぇゅけすぇゃかうゃぇかう, しょぇゃぇ-
かう ゃ けぉとっこうす, ぉっさひいけゃしおうっ きぇゅぇ-
いうくに, こさけょぇゃぇかう あうすっかはき こけしひかおぇ. 
]っえつぇし ゃ こけかせすけさぇ おうかけきっすさぇた けす 
╊けしうくけゅけ こけしすけはくくけ たけょうす すけかぬおけ 
てっしすぬ-しっきぬ あうゃけすくにた. ‶けおぇ ゅかせぉけ-
おけしくっあぬっ, けくう ゅさせここぇきう ょっさあぇすしは 
ゃ ぉけゅぇすけき おけさきけき さぇえけくっ. ╁ ぇこさっかっ 
-くぇつぇかっ きぇは きぇきおう くぇつくせす すっかうすぬ-
しは. 〈っかはす しっきぬ-ゃけしっきぬ こさうくっしせす, 
おすけ-すけ こけゅうぉくっす – っしすっしすゃっくくにえ 
けすぉけさ, – ぇ おすけ-すけ ゃにあうゃっす, すけゅょぇ 
かけしっえ しすぇくっす ぉけかぬてっ.

┿ かっすけき くぇてう けおさっしすくけしすう くぇ-
ゃっとぇのす かけしう うい ょさせゅうた きっしす. ¨くう, 
ゃけけぉとっ, つぇしすけ こせすってっしすゃせのす. 』ぇ-
とけぉに, いぇゃぇかに ょかは くうた – くっ こさっ-
ゅさぇょぇ. ╊っしぇ ぉけゅぇすに さぇいくけすさぇゃぬっき, 
ぇ ょかは くうた – ねすけ ちっかにえ こうさ: 350 
ゃうょけゃ すさぇゃ こけょたけょはす ょかは かけしうくけえ 
すさぇこっいに! ╄ゅっさは ょっかぇのす ょかは くうた 
おけさきせておう, いぇゅけすぇゃかうゃぇのす ゃっくうおう, 
おけしはす しっくけ, ゃにおかぇょにゃぇのす しけかぬ. 
╊っしくにっ ゃっかうおぇくに いくぇのす ねすう きっしすぇ 
う こさけすぇこすにゃぇのす お くうき すさけこに. 

]さけおう けたけすに くぇ かけしっえ くぇいくぇ-
つぇっす ょっこぇさすぇきっくす けたけすくうつぬっゅけ 
たけいはえしすゃぇ. ′ぇこさうきっさ, ゃ こさけてかけき 
ゅけょせ さぇいさってぇかけしぬ たけょうすぬ くぇ いゃっ-
さは し 22 くけはぉさは こけ 31 ょっおぇぉさは. ╁ 
2011 ゅけょせ, ゅけゃけさはす, けすおさにゃぇすぬ 
けたけすせ ぉせょっす しぇき ゅせぉっさくぇすけさ. ┿くぇ-
すけかうえ ╁ぇしうかぬっゃうつ すけあっ くっ さぇい 
けたけすうかしは くぇ かけしっえ, ゃ こぇきはすぬ けす 
くうた けしすぇかうしぬ さけゅぇ, おけすけさにっ しっゅけょ-
くは せおさぇてぇのす ょけき かっしくうおぇ. ╆ぇ ゃしの 
っゅけ こさけきにしかけゃせの ょっはすっかぬくけしすぬ 
せ ┿くぇすけかうは ′うおうそけさけゃぇ くぇおけこう-

かけしぬ きくけゅけ うしすけさうえ. ′っおけすけさにっ 
うい くうた けく こけゃっょぇか う くぇき. 

– ̈ ょくぇあょに し ぉさぇすけき くぇ ぉっかおせ こけ-
てひか う しけぉぇおせ ゃいはか し しけぉけえ. ̈ くぇ «きっ-
かけつくうちっえ» ぉにかぇ, すけ っしすぬ けたけすうかぇしぬ 
すけかぬおけ くぇ くっぉけかぬてうた いゃっさのてっお: 
かうしせ, ぉっかおせ, おせくうちせ. ‶さうてかう ゃ かっし, 
しきけすさうき, かけしひくけお ゃっすおう とうこかっす. 
¨くぇ くぇ くっゅけ «すはそ, ょぇ すはそ». 〈せす うい-
いぇ おせしすけゃ ゃにぉっゅぇっす さぇいゅくっゃぇくくぇは 
きぇきおぇ: せてう いぇゃぇかっくに, «ゅけさぉ» こけょ-
くはかしは. ╉けゅょぇ かけしぬ いかうすしは, てっさしすぬ 
くぇ いぇゅさうゃおっ ゃしっゅょぇ こけょくうきぇっすしは, ぇ 
せてう けく お しこうくっ こさうあうきぇっす. ╊けしうたぇ 
– くぇ くぇし. ]け-
ぉぇおぇ おせょぇ-すけ 
てきにゅくせかぇ, 
ぇ は くぇ ひかおせ 
っょゃぇ せしこっか 
いぇしおけつうすぬ.

– ╃させゅけえ 
さぇい し すけゃぇ-
さうとっき くぇ 
けぉたけょ こけ-
てひか. ‶っさっ-
く け つ っ ゃ ぇ か う 
ゃ ういぉせておっ, 
ゃしひ けぉけて-
かう う お ょけきせ 
こけゃっさくせかう. 
╃け こけしひか-
おぇ けおけかけ 
おうかけきっすさぇ 
けしすぇゃぇかけしぬ, 
こさうしっかう けす-
ょけたくせすぬ くぇ せいおけおけかっえおっ. ╇ けたけすくう-
つぬは しけぉぇおぇ し くぇきう ぉにかぇ. ]かにてうき, 
し かぇっき ゃにぉっゅぇっす うい かっしぇ, ぇ いぇ くっえ 
ぉにお うょひす, てっさしすぬ ょにぉけき, さけゅぇ お 
いっきかっ けこせしすうか, こさにゅぇっす, くけ くっ ょけ-
しすぇひす ょけ こしぇ. ┿ しけぉぇおぇ いぇかうゃぇっす-
しは, ょさぇいくうす っゅけ. ぅ ╉けかぬおっ ゅけゃけさの: 
«‶さはつぬしは. ╊けしぬ せあっ ぉかういおけ, しすさっ-
かはすぬ くっかぬいは. ]けぉぇおぇ ゃしひ さぇゃくけ くっ 
けすこせしすうす っゅけ». ]ぇき は くぇ ぉっさひいせ いぇ-
かっい, ぇ せ すけゃぇさうとぇ くけゅう けすくはかうしぬ 
けす しすさぇたぇ – くっ しきけゅ いぇぉさぇすぬしは, 
ゃしすぇか いぇ しすゃけか, けぉたゃぇすうか させおぇきう 
ょっさっゃけ う ゅけゃけさうす: «╀けあっ せこぇしう- 
╀けあっ せこぇしう». ┿ しけぉぇおぇ かけしは さぇい-
ゃっさくせかぇ う ゃ かっし せゃっかぇ, つぇしぇ つっさっい 
すさう すけかぬおけ こひし ょけきけえ こさうぉっあぇか.

╊けしぬ – しうかぬくにえ いゃっさぬ, くけ し くうき 
すけあっ くっこさうはすくけしすう しかせつぇのすしは: 
いぇしすさっゃぇっす ゃ かっしせ. ┿くぇすけかうえ ╁ぇ-
しうかぬっゃうつ さぇししおぇいぇか, おぇお けょくぇあょに 
ゃにすぇしおうゃぇか かけしひくおぇ うい おぇくぇゃに.  

– [ぇくぬてっ いょっしぬ すけさそ ょけぉにゃぇ-
かう – けしすぇかけしぬ きくけゅけ おぇくぇゃ. ┿ ねすぇ 
ゅかせぉけおぇは こけこぇかぇしぬ, きっすさぇ つっすにさっ 
ゃにしけすけえ. ╊けしうたぇ こっさっこさにゅくせかぇ, ぇ 
しうゅぇかっすけお (かけしひくけお – こさうき. ぇゃすけ-
さぇ) くっ しきけゅ. ╋に し さっぉはすぇきう ょけ けぉ-
さにゃぇ ょけてかう, けくぇ くぇ くぇし おけしうすしは, 
くけ くっ おうょぇっすしは. ]きけすさうき, すっかけお ゃ 
はきっ. ‶さうくっしかう こけあぇさくにえ させおぇゃ, 
ゃにすぇとうかう. ‶けおぇ すはくせかう, ゃうょうきけ, 
てっの しょぇゃうかう. ¨く かっあうす, かっあうす, ぇ 
こけすけき おぇお – 《-《-《! – ゃにょけたくせか, 
ぇあ こにかぬ けす すけさそぇ こけょくはかぇしぬ, 
ゃしすぇか う こけてひか ょぇかぬてっ.

』ぇしすけ あうゃけすくにた いぇしぇしにゃぇっす ゃ 
ぉけかけすっ. ¨ょうく ゅけょ けたけすくうお すさけうた 
すさぇおすけさけき ゃにすぇとうか. ┿ ねすうき かっすけき 
かけしう し ょさせゅけえ ぉっょけえ しすけかおくせかうしぬ:

– ╃にき こぇか, しすっかっすしは こけ いっきかっ, 
かけしうたぇ ゃにぉっあぇかぇ お さっつおっ, ゅけかけゃせ 
けこせしすうかぇ, そにさおぇっす, こけょにてぇかぇ くぇょ 
ゃけょけえ う ょぇかぬてっ こけぉっあぇかぇ, – こさけょけか-
あぇっす しゃけえ さぇししおぇい ┿くぇすけかうえ ′うおうそけ-
さけゃ. – ╉けゅょぇ すけさそはくうおう ゅけさっかう, ゃしひ 
あうゃけっ ぉっあぇかけ, しこぇしぇかけしぬ けす けゅくは.
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8-902-26-75-615
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8-950-64-90-195
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〉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 «[┿′┿[┿» 
(╀╋╃╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. 
8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ, 2 きっし. 8-906-80-43-168.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っすせたけゃ (ちゃっすくにっ, 8 きっし.). 
8-902-87-52-396.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ (2 きっし.), おけくしおうえ 
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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っくけ. 8-902-26-15-461.
[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

╁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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╆ぇぉけすかうゃぇは くはくは しけゃきっしすうす 
さぇいゃうゃぇのとうっ うゅさに, いぇくはすうは, こさけ-
ゅせかおう くぇ しゃっあっき ゃけいょせたっ し ゃぇてうき 
きぇかにてけき けす ゅけょぇ. 8-904-17-83-698.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., ちっくすさ, させししおけえ しっ-
きぬっ. 8-902-87-60-137, し 1900 ょけ 2200.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ╃けき, しっきぬは, させししおうっ, くぇ ょかう-
すっかぬくにえ しさけお. 8-922-12-04-926.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. 8-908-90-63-864.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╉けきくぇすぇ 15 き2 ゃ ょっさ. ょけきっ 
うかう けぉきっく くぇ しぇょ. 8-908-63-04-
935.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, 66,4 き2, て/ぉ, ぉかぇゅ., 
すっかっそけく, 9 しけす. 8-904-16-36-186.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, こ. ╉ぇかうくけゃおぇ, さ-く ╀╆]╉, 
ねか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, かっすくうえ ょけきうお, 
4,5 しけす. 8-903-08-07-255.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉/し わ78 (さ-く け. ╅せかぇくけゃしおけ-
ゅけ), 4,5 しけす., かっすくうえ ょけき. 8-912-
63-21-178.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ, ょけきけゃ, 
ねかっおすさうおぇ. 8-908-91-39-742.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき ぉぇくくにっ ょゃっさう. 
8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 【ぬの くぇ ょけきせ. 8-922-21-14-699.
[╄╉╊┿╋┿

• [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, 1100 させぉ. 
8-902-87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, 1000 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉せかぬすうゃぇすけさ, 6 か/し, くけゃにえ. 
8-950-56-29-893.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

• ‶ぇさうおきぇたっさに. 8-908-63-39-161.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ き-く "¨ょっあょぇ". 
¨こにす. 8-922-15-82-210.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち (しっえそ-ょゃっさう) し 
けこにすけき さぇぉけすに. 8-912-04-56-404.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨たさぇくくうおう (あっく., きせあ.), ょう-
こかけき, おゃぇかうそうおぇちうは, さぇぉけすぇ くぇ 
′╀‶, ╇いけこかうす. 266-29-48, 266-29-97.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ くぇ きぇくうこせかはすけさ. 
8-912-22-63-145.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そ-おっ すさっぉせっすしは 
ゃけょうすっかぬ-ねおしこっょうすけさ くぇ ぇ/き 
«╂┿╆っかぬ», しすぇあ くっ きっくっっ 5 かっす. 
8-961-76-59-528, こ. ]すぇさけこにて-
きうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 26.

[╄╉╊┿╋┿

• 【ゃっう. 8-922-20-93-013.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶けゃぇさ ゃ きうくう-しぇょうお, しぇく. 
おくうあおぇ, くぇ こけかょくは. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ¨ぉけさせょけゃぇくうっ ょかは てうくけ-
きけくすぇあぇ. 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
ÏÐÎÄÀÌ

• ╋っかおぇは おぇさすけておぇ. 8-904-98-
76-732.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

′ぇ けしくけゃぇくうう しす. 34 ╆╉ [《 う «‶けさはょおぇ こさっょけしすぇゃかっくうは いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ ょかは ちっかっえ, くっ しゃはいぇくくにた しけ しすさけうすっかぬしすゃけき», せすゃっさあょっく-
くけゅけ さってっくうっき ╃せきに わ 73 けす 20.08.09ゅ., ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの 
うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ うくそけさきうさせっす け こけしすせ-
こかっくうう いぇはゃかっくうえ け こさっょけしすぇゃかっくうう いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ, ょかは ゃっょっ-
くうは かうつくけゅけ こけょしけぉくけゅけ たけいはえしすゃぇ, さぇしこけかけあっくくにた ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ 67 き くぇ いぇこぇょ けす あうかけゅけ ょけきぇ わ100 こけ せか. 
]けゃっすしおけえ; ゃ こ. ╋けくっすくけき こけ せか. ╀っさっいけゃしおけえ いぇ ょけきぇきう わ92, 94, 96; 
こ. ]すぇくけゃぇは, せか. [はぉうくけゃぇは, 17; こ. ╊けしうくにえ くぇこさけすうゃ あうかけゅけ ょけきぇ 
わ23 こけ せか. ┿くょさっっゃぇ; ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ こけ せか. ]けゃっすしおけえ, 35 ぉっい こさぇゃぇ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ おぇこうすぇかぬくにた けぉなっおすけゃ; いっきっかぬくにえ せつぇしすけお, さぇしこけかけ-
あっくくにえ ゃ けたさぇくくけえ いけくっ ╁╊ 6 お╁ ょかは ゃっょっくうは けゅけさけょくうつっしすゃぇ ゃ こ. 
╉っょさけゃおぇ こさうきにおぇのとうえ お いっきっかぬくけきせ せつぇしすおせ こけ せか. ′ぇゅけさくぇは, 5┿.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╂┿╆-31105, 2005 ゅ.ゃ. 『. 175 す.さ. 
8-950-64-47-642.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす



7brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
9 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.
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╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿

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

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

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

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

1300
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][¨』′¨ 
〈[╄╀〉╄〈]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
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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

┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706
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だだだ "ばëí¿でÜö" öëñßÜñöï　
╆】｠╈╅]【╊『

£/ä äëó ïÜßñïñÑÜçíÖóó
8-922-61-44-242

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

╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ «¨┿╆╇]», 623701, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っ-
さっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし 109, oazisber@yandex.ru, すっか. 8 (34369) 
4-56-29, ¨╂[′ 1026600667840, ゃ けすくけてっくうう いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ し おぇょぇしすさけゃにき 
わ66:35:0224004, さぇしこけかけあっくくけゅけ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ┿ぉさけとうおけゃぇ, 
1╃, ゃにこけかくはのすしは おぇょぇしすさけゃにっ さぇぉけすに こけ せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっき. せつ-おぇ.

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ╄さぇくぬおうくぇ 〈ぇすぬはくぇ ╇ゃぇくけゃくぇ, こさけあうゃぇ-
のとぇは こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12, おゃ. 43, すっかっそけく 8-922-00-47-
337.

]けぉさぇくうっ いぇうくすっさっしけゃぇくくにた かうち こけ こけゃけょせ しけゅかぇしけゃぇくうは きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけ-
うすしは  こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし 109, 11 きぇは 2011 ゅ. ゃ 11 
つ. 30 き.

] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっき. せつ-おぇ きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし 109.

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは け こさけゃっょっくうう しけゅかぇしけゃぇくうは きっ-
しすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 09 ぇこさっかは 2011 ゅ. 
こけ 11 きぇは 2011 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし 109. ]きっあ-
くにっ いっきっかぬくにっ せつぇしすおう, し こさぇゃけけぉかぇょぇすっかはきう おけすけさにた すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ きっしすけこけ-
かけあっくうっ ゅさぇくうちに: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ┿ぉさけとうおけゃぇ, 1┿, おぇょぇしすさけゃにえ 
わ66:35:0224004:245, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ‶けかっゃぇは, 8, おぇょぇしすさけゃにえ 
わ66:35:0224004:213, ゅかぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ╀╂¨.

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

でÜçñö çñöñëíÖÜç げんだ ばげぢで
》『¨╈]╅ぃ╅╊【 

〉╊『╅╆《【╅ょぅ¨｠ 》╊〉』¨《〉╊『《╇
äÜ¿Üôóöá ½íöñëóí¿áÖÜ0 äÜ½Üàá. 

ぢÜ ôñöçñëÇí½ ï 12.00 ÑÜ 16.00
ç £ÑíÖóó ß▲çüñÇÜ ÇÜë¡Ü½í äíëöóó, 

Ü¿. とëíïÖ▲ê ゎñëÜñç, 1ん. 
》『¨ 』╊╆╊ ¨〈╊【ゃ 》╅』》《『【
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′ぇ すっこかにえ しおかぇょ おかぇししぇ «┿» 
(すけゃぇさに ょかは ょけきぇ, たけい. すけゃぇさに) 

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ:
とÜÖöëÜ¿ñë▲ - Üäí¡Üçàóî▲

(Üä▲ö ëíßÜö▲ Üß　£íöñ¿ñÖ: ï¡¿íÑ ó¿ó ëÜ£ÖóôÖí　 öÜëÇÜç¿　)

とÜ½ä¿ñ¡öÜçàó¡ó
(ï äñëïäñ¡öóçÜú ÑÜ ¡¿íÑÜçàó¡í, ïö. ï½ñÖ▲)

ゑÜÑóöñ¿á ëóôöëí¡í
(Üß　£íöñ¿ñÖ Üä▲ö ëíßÜö▲ Öí ~¿ñ¡öëÜäÜÇëÜ£ôó¡ñ Üö 1 ÇÜÑí)

ばï¿Üçó　:
• げ/ä: Ü¡¿íÑ + äëñ½ó　 ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ.
• だâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ, ïÜî. äí¡ñö ïÜÇ¿íïÖÜ どとづぱ.
• ゐñïä¿íöÖÜñ äóöíÖóñ (ÇÜë　ôóú ÜßñÑ)!
• ゐñïä¿íöÖí　 ÑÜïöíç¡í (öÜÑí ó ÜßëíöÖÜ): ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, 
ゐñëñ£Üçï¡óú.
ゎëíâó¡ ëíßÜö▲: 
• ï½ñÖí ÑñÖá (9-00 – 20-00), ï½ñÖí ÖÜôá (21-00 – 8-00), ç▲êÜÑÖÜú + 
çÜï¡ëñïñÖáñ çïñÇÑí ç▲êÜÑÖÜú ÑñÖá.
とí¡ äëÜñêíöá ¡ Öí½? 

• だö ÜïöíÖÜç¡ó «とóÖÜöñíöë げíë　» (ïöíÖîó　 ½ñöëÜ «ばëí¿½íü») Öí 
íçöÜßÜïñ ヽ56 ÑÜ ÜïöíÖÜç¡ó «とóëäóôÖ▲ú £íçÜÑ».
• ぢëÜúöó ÑÜ ï¡¿íÑï¡ÜÇÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïí «ずÜÇÜäíë¡» (700 ½), ïäëÜïóöá 
¡Ü½äíÖó0 «ゎんずん-ぴぎぞどづ».
• だöÑñ¿ äñëïÜÖí¿í – 3 ~öí¢, ¡íßóÖñö ヽ24. 

ぢづご でぎゐぎ だゐéげんどぎずぽぞだ ごぜぎどぽ ぢんでぢだづど.

【かし. すそい.: 8-982-62-37-390, ちあい. 8 (343) 383-10-75 (おそい. 526)
ù¿ó　 ゑ¿íÑó½óëÜçÖí, ぎ¡íöñëóÖí ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçÖí
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«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 • ━┍┃┇┑┄┊┛ ┐ ┊/〞 "ケヱグ┄┊┛" (┑┄┏┋┍─┒┃┉〞)

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

ぢëñÑäëó　öó0, ÖíêÜÑ　àñ½Üï　 ç ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, 
Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëíßÜöÜ öëñßÜ0öï　 

◊ 】》╅[《╇ぅ¨[¨ 
◊ ╅》》╅『╅【ぁ¨[¨ 

(äëÜó£çÜÑïöçÜ ¿í¡Ü¡ëíïÜôÖÜú äëÜÑÜ¡îóó)
〈さっぉけゃぇくうは: ゃけいさぇしす ょけ 40 かっす, あっかぇすっかぬくけ こさけあうゃぇのとうっ ゃ 

こ. ╋けくっすくにえ, きけあくけ ぉっい けこにすぇ さぇぉけすに.
【かし. 4-61-71, 

£çÜÖóöá ç ëíßÜôññ çëñ½　 ï 9.00 ÑÜ 17.00 ô.
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¨¨¨ «【うかけゃしおけっ» 
すさっぉせっすしは きっくっょあっさ ゃ けすょっか ょけしすぇゃおう

〈さっぉけゃぇくうは: ょっゃせておぇ, ゃけいさぇしす けす 24 かっす, いくぇくうっ «1]: こさっょこさうはすうっ», 
けそうしくにた こさけゅさぇきき (Word, Excel), けこにす さぇぉけすに ゃ すけさゅけゃかっ.
╂さぇそうお さぇぉけすに, いぇさぇぉけすくぇは こかぇすぇ こけ さっいせかぬすぇすぇき しけぉっしっょけゃぇくうは.

[っいのきっ こさうくうきぇのすしは こけ ねか. こけつすっ kls@shilovskoe.ru 
うかう こけ そぇおしせ 4-76-72.

╉けくすぇおすくにえ すっかっそけく 8-904-16-76-210 (╊のょきうかぇ ]すっこぇくけゃくぇ)
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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

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

• ダ┊┍─ 
• デ┅┉└-┄│┅┐┈
• ゼ┅┆┊┎┌┍─┒┍┛┅ 

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

【[. ┧╄╇╄》′〈╄,  10,
┶┺ "┤[ぉょ〈『" 

8-950-63-34-719
[╄╉╊┿╋┿

www.terra_ekb.ru

Óñëóãè ýêñêàâàòîðà íà áàçå àâòîìîáèëÿ 

ISUZU ELF (êîâø + ãèäðîìîëîò )
┍─┙┄┋ ┉┍━┗〞 0,3 ┋3

│┊┒─┇┌〞 ┉┍┎〞┌┇┞ ┃┍ 4,5 ┋
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┃. ギ┊─┒┅┐┈┍━┓┐┃, òåë. 8-950-20-88-988

ビ┄┌〞 ┏〞─┍┑┚ ┌〞 ┉┍━┗┄ ┍┑ 1000 ┏┒─.
ビ┄┌〞 ┏〞─┍┑┚ ┌〞 │┇┃┏┍┋┍┊┍┑┄ ┍┑ 1200 ┏┒─.
ズ┇┌┇┋〞┊┛┌┍┄ ━┏┄┋┞ ┆〞┉〞┆〞 – 4 ┖〞┐〞.

┿ょきうくうしすさぇちうは う ╃せきぇ 
╀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 

ゃにさぇあぇのす しけぉけかっいくけゃぇくうは 
╀さぇすつうおけゃせ ┿かっおしっの ╁はつっしかぇゃけゃうつせ, 
くぇつぇかぬくうおせ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは 

╀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, 
ゃ しゃはいう しけ しきっさすぬの っゅけ けすちぇ 

╀さぇすつうおけゃぇ ╁はつっしかぇゃぇ ╄ゅけさけゃうつぇ.

[╄╉╊┿╋┿

[╄╉╊┿╋┿[╄╉╊┿╋┿

】╆『け『 つてあし 
そなけぬけあしへせふす 

つたそせつそちそす を』[╅
╉ぇあょにえ すさっすうえ さけししうはくうく はゃかはっすしは こけおかけくくうおけき そせすぉけかぇ. 

]けゅかぇしくけ こけしかっょくうき うししかっょけゃぇくうはき ╁しっさけししうえしおけゅけ ちっくすさぇ 
ういせつっくうは けぉとっしすゃっくくけゅけ きくっくうは, けょくうき うい そぇゃけさうすけゃ さけし-
しうえしおうた ぉけかっかぬとうおけゃ はゃかはっすしは «‶《╉ 『]╉┿». ╁ ねすけき ゅけょせ 
しゃけえ «ゅけかけし» ゃ こけょょっさあおせ うきっくうすけゅけ おかせぉぇ けすょぇっす 〉さぇかぬしおうえ 
ぉぇくお さっおけくしすさせおちうう う さぇいゃうすうは. 〉╀[う[ しすぇか けそうちうぇかぬくにき 
しこけくしけさけき こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ そせすぉけかぬくけゅけ おかせぉぇ 『]╉┿.

«2011 ゅけょ — のぉうかっえくにえ ょかは そせすぉけかぬくけゅけ おかせぉぇ 
『]╉┿, っきせ うしこけかくはっすしは 100 かっす. ぁすけ ぉけかぬてけっ しけぉにすうっ 
う ょかは しぇきうた うゅさけおけゃ, う ょかは ぉけかっかぬとうおけゃ. ╇た あょっす 
くっきぇかけ こさぇいょくうつくにた きっさけこさうはすうえ: っしすっしすゃっくくけ 
しのさこさういに けあうょぇのす う おかうっくすけゃ 〉╀[う[, しさっょう おけすけさにた 
くぇゃっさくはおぇ くっきぇかけ せゃかっつっくくにた ねすうき ゃうょけき しこけさすぇ, 
— おけききっくすうさせっす ┿かっおしっえ ╉さけたうく, ゃうちっ-こさっいうょっくす 
〉さぇかぬしおけゅけ ぉぇくおぇ さっおけくしすさせおちうう う さぇいゃうすうは. — [っぇかういせは 
しゃけう ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにっ こさけゅさぇききに, きに ゃしっゅょぇ せょっかはっき 
ぉけかぬてけっ ゃくうきぇくうっ こけょょっさあおっ しこけさすうゃくにた きっさけこさうはすうえ. 
]こけさす — くっけすなっきかっきぇは つぇしすぬ くぇてっえ あういくう, くせ ぇ そせすぉけか 
ゃけけぉとっ はゃかはっすしは けょくうき うい しぇきにた こけこせかはさくにた っゅけ ゃうょけゃ. 

′ぇてっ こぇさすくっさしすゃけ し «‶《╉ 『]╉┿» — ゃおかぇょ ゃ 
こけょょっさあおせ しぇきけゅけ きぇししけゃけゅけ ゃうょぇ しこけさすぇ 
う こさけこぇゅぇくょせ いょけさけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう. 
╃け おけくちぇ ねすけゅけ «のぉうかっえくけゅけ» ょかは 『]╉┿ 
ゅけょぇ きに ぉせょっき けそうちうぇかぬくにき しこけくしけさけき 

かっゅっくょぇさくけゅけ さけししうえしおけゅけ おかせぉぇ».

′ぇてっ こぇさすくっさしすゃけ し «‶《╉ 『]╉┿» — ゃおかぇょ ゃ 
こけょょっさあおせ しぇきけゅけ きぇししけゃけゅけ ゃうょぇ しこけさすぇ 

かっゅっくょぇさくけゅけ さけししうえしおけゅけ おかせぉぇ».



〉』[╄╃╇〈╄╊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 66104. 〈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.

9 àïðåëÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

』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
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14 àïðåëÿ, â ÷åòâåðã
４く 〕ＡＷＡＥＳ３ＸＬＦＧが Ｘ Γどヰヰ ８Ｓ ヱンどヰヰ ｉ０ＸＳ３が ＷｍＱＳＬ
Ｕく ≠ＳＱＡＺＱｍＧが Ｘ ヱヴどヰヰ ｉ０ＸＳ３が ｇＡＱＺＷ
Ｕく ÷ＳＸＦＱｍＧが Ｘ ヱヵどヰヰ ｉ０ＸＳ３が ｇＡＱＺＷ

ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà 
ＬｂＷどＱＡＸｂｊＡＬ Ｆ ＬｂＷどＰＳＮＳ８ＳＬ ふ１ＡＮｍＡが ＷｍＤＦＡぶく

∞ＷＦ ＵＳＬｂＵＬＡ ヱヰ ＬｂＷ に Ｓ８ＦＱＱ０８ｇ０Ｚ０ｒ ３ ＵＳ８０ＷＳＬぁ

[╄╉╊┿╋┿
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々°● ● ←′％＊＄＄＠ ★☆£￥○°″＊↑＄＠┿

‘☆£￥○°″＊↑＄＠ ● ふひ┽＊＄◎§％＠ ←′％＊＄＄＠ ″＄◎＄○°§° 
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‖☆£☆″％＆ 〃§￥○＄↑ ～☆§￥○°◎〒＄″％△°┿

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

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

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

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения – 2 месяца.

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

[╄╉╊┿╋┿

15 あたちかしみ 2011 えそおあ
づñÇóÜÖí¿áÖí　 ÜßàñïöçñÖÖí　 ぢëóñ½Öí　 

äëñÑïñÑíöñ¿　 äíëöóó "ぎÑóÖí　 づÜïïó　" ゑ.ゑ. ぢÜöóÖí 
ïÜç½ñïöÖÜ ï ぱñÑñëíîóñú äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê 

ïÜ0£Üç, ÑñäÜöíöí½ó げí¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜÇÜ でÜßëíÖó　 ó 
äëÜ¡ÜëíöÜëÜú でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó 
äëÜçÜÑóö ç▲ñ£ÑÖÜú äëóñ½ ¢óöñ¿ñú 

ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí 
äÜ çÜäëÜïí½ ïÜß¿0ÑñÖó　 

öëÜÑÜçÜÇÜ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçí.
ぞíôí¿Ü äëóñ½í Çëí¢ÑíÖ ç 10-00 ôíïÜç ç £ÑíÖóó 

んÑ½óÖóïöëíîóó ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí ç ¡íßóÖñöñ 
ヽ207 äÜ íÑëñïÜ: Ü¿. どñíöëí¿áÖí　, 9.

ぢëñÑçíëóöñ¿áÖí　 £íäóïá äÜ öñ¿ñâÜÖÜ 4-49-59
ï 16-00 ÑÜ 18-00 
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"Golden Baby"
★○％℃＊°▲°＄◎ ″●＄□ §° ☆◎＆○※◎％＄ 

のび °★○＄＊↑ ″ のの┽ねね┻
〇＊↑ ″°●┺
 “＆％￥＆％┿
 ‘☆￥°○＆％┿
 〇＄◎●＆％＃ ★○°£￥§％＆┿
｜※ ￥＄＊°＄＠ ＠％○ ￥＄◎＄＃ ＆○°●％″※＠ ％ ○°￥☆●◎§※＠┿

仝◇￥＄＠ ○°￥※ ″％￥＄◎〒 ″°● ★☆ °￥○＄●◇┺
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[╄╉╊┿╋┿


