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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
‶はすくうちぇ, 15 ぇこさっかは
ぅしくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 

ょくっき +9 +11, くけつぬの +1 +3
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ 4-5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 723 きき さす.しす.
]せぉぉけすぇ, 16 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, 
ょくっき +7 +9, くけつぬの -1 +1
╁っすっさ いぇこぇょくにえ 3-8 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 736 きき さす.しす.

╁¨ ╃╁¨[｠ – 20 ╋╇╊╊╇¨′¨╁2

¨〈〈┿ぅ╊¨ ]╁╇′]〈╁¨4

Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû, 
æèòåëè ï. Íîâîáåðåçîâñêîãî!

‶さうゅかぇてぇっき ╁ぇし 

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÕÎÄÀ 
ÃÎÑÏÎÄÍß Â ÈÅÐÓÑÀËÈÌ

17 ぇこさっかは ゃ 14.00 

ÍÀ ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÂÅÐÁ 
せ 》さぇきぇ しゃ. きつ. ╇けぇくくぇ ╁けうくぇ

[╄╉╊┿╋┿ ╋¨╊¨╃╄╅を ′╄ 〈┿╉ ╃〉╋┿╄〈4

9 ╋┿ぅ – 71-ぇは 
╊╄╂╉¨┿〈╊╄〈╇』╄]╉┿ぅ 

ぁ]〈┿《╄〈┿ ╁ 』╄]〈を 
╁╄╊╇╉¨╈ ‶¨╀╄╃｠ 
′┿ ‶[╇╆ ╂┿╆╄〈｠ 
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[┿╀¨』╇╈»
]ぉけさ せつぇしすくうおけゃ こぇさぇょぇ – 9 

きぇは し 12:00 ょけ 12:15 くぇ こっさっ-
おさひしすおっ せかうち ]すさけうすっかっえ う 〈っぇ-
すさぇかぬくけえ. ]すぇさす こっさゃけゅけ いぇぉっゅぇ 
ゃ 12:30 けす すさうせきそぇかぬくけえ ぇさおう.

‶さうゅかぇてぇっき お せつぇしすうの 
おけきぇくょに ゅけさけょぇ!

╉ ′┿╋ 
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. ]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, 
そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

]╇〈〉┿『╇ぅ, おけゅょぇ すぇはくうっ 
しくっゅぇ こさっゃさぇとぇっすしは ゃ 

こぇゃけょけお, こけゃすけさはっすしは おぇあ-
ょにえ ゅけょ. ′け しっえつぇし さっつぬ うょひす 
くっ こさけしすけ け かせあぇた – «こけょ 
ゃけょせ» せたけょはす ちっかにっ ょけきぇ. 
》けすは おけききせくぇかぬくにっ しかせあぉに 
せすゃっさあょぇのす, つすけ しゃけの さぇぉけ-
すせ こけ けつうしすおっ ょゃけさけゃ けす しくっゅぇ 
けくう ょっかぇのす うしこさぇゃくけ. ╁こさけ-
つっき, ねすけ すけあっ – おぇお ゃしっゅょぇ.

[ぇいょっか «╁けこさけしに お ¨¨¨ «╅╉》-
》けかょうくゅ» くぇ そけさせきっ ╀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 いぇくうきぇっす し ょっ-
しはすけお しすさぇくうち. 〉 ゅけさけあぇく くぇおけ-
こうかけしぬ けつっくぬ きくけゅけ こさっすっくいうえ お 
せこさぇゃかはのとっえ おけきこぇくうう. ╅うすっかう 
ょけきぇ わ1 くぇ せかうちっ ┿くせつうくぇ さぇい-
きっしすうかう そけすけゅさぇそうう しゃけっゅけ ょゃけ-
さぇ. ╋に ゃにったぇかう くぇ きっしすけ «こさけうし-
てっしすゃうは» くぇおぇくせくっ ゃにたけょぇ ねすけゅけ 
くけきっさぇ ゅぇいっすに う せぉっょうかうしぬ: ょっかぇ 
けぉしすけはす うきっくくけ すぇお, おぇお うた けこうしぇ-
かう ゃ ╇くすっさくっすっ. 

┿ うきっくくけ: «くぇて ょゃけさ いぇすけこかっく: 
ゃけょぇ せたけょうす ゃ こけょゃぇか う さぇいきにゃぇっす 
そせくょぇきっくす ょけきぇ, しすっくに きけおくせす, ゃ 
こけょなっいょっ しすけうす ゃかぇあくけしすぬ, くっ ゅけ-
ゃけさは せあっ け おゃぇさすうさぇた こっさゃけゅけ-ゃすけ-
さけゅけ ねすぇあっえ. ╋けゅせす かう あうかぬちに くぇ-
ょっはすぬしは くぇ うしこさぇゃかっくうっ しうすせぇちうう? 
╉けゅょぇ? ╁ こさけすうゃくけき しかせつぇっ こさけしうき 
けぉっしこっつうすぬ ゃしった うくょうゃうょせぇかぬくにきう 
こかぇゃしさっょしすゃぇきう. ╉けさぇぉかぬ けすつぇかう-
ゃぇっす! ╃ぇくくにっ そけすけゅさぇそうう ぉせょせす 
こさうかけあっくに お こうしぬきぇき ゃ ぇょきうくう-
しすさぇちうの ╀╂¨, こさけおせさぇすせさせ, ]ぁ]» 
(ちうすぇすぇ ゃにしおぇいにゃぇくうは けょくけゅけ うい 
あうすっかっえ ┿くせつうくぇ, 1 くぇ そけさせきっ).

╁けょぇ こけょしすせこうかぇ お しぇきにき こけょなっい-
ょぇき, う ゃ ねすけき きっしすっ ょぇかっおけ くっ きっか-
おけゃけょぬっ. ╃っえしすゃうすっかぬくけ, ゃこけさせ こっ-
さっしぇあうゃぇすぬしは し かうつくけゅけ ぇゃすけきけぉうかは 
くぇ かうつくせの かけょおせ. 〈ぇおけっ 』‶ こさけうし-
たけょうす くぇ ┿くせつうくぇ, 1 おぇあょにえ ゅけょ. 
‶けょけぉくぇは あっ しうすせぇちうは – ゃけ ょゃけさぇた 
ょけきけゃ わ4 う わ6 くぇ せかうちっ ╂ぇゅぇさうくぇ, 
わ16 くぇ せかうちっ 〈っぇすさぇかぬくぇは.

╁ こけしかっょくっき しかせつぇっ, くぇ 〈っぇ-
すさぇかぬくけえ, 16 うい-いぇ ょゃせた くけゃにた 
ょけきけゃ, こさう ゃけいゃっょっくうう おけすけさにた 

しすさけうすっかう いぇしにこぇかう ゃけょけけすゃけ-
ょくせの おぇくぇゃせ う ういきっくうかう さっかぬっそ 
きっしすくけしすう, ゃけょぇ しすぇかぇ こけしすけはく-
くけ すけこうすぬ こけょなっいょ わ4. ╅うすっかう 
こうてせす ゃ うくしすぇくちうう う こさけしはす さっ-
てうすぬ こさけぉかっきせ: けすゃけょ ゃけょに ょけ-
こけかくうすっかぬくけ こけしすさけうすぬ, つすけ かう, 
うかう っとひ おぇお-すけ. ╁ けすゃっす こけかせつぇのす 
こうしぬきっくくにっ けすゅけゃけさおう ゃさけょっ すぇ-
おうた: «こさけゃっさうすぬ, おせょぇ うょひす ゃけょぇ 
くぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ くっす ゃけい-
きけあくけしすう, すぇお おぇお くっす ょけあょっえ, 
こけねすけきせ けぉはいにゃぇすぬ しすさけうすっかっえ 
こさけういゃっしすう ょけこけかくうすっかぬくにっ きっ-
さけこさうはすうは くっす しきにしかぇ». ]けけぉとぇ-
っき せゃぇあぇっきにき こさっょしすぇゃうすっかはき 
せこさぇゃかっくうは ╅╉》, おけすけさにっ ょぇのす 

こけょけぉくにっ けすゃっすに: ゃ くぇしすけはとっっ 
ゃさっきは ゃけょぇ けおけかけ ょけきぇ わ16 くぇ 
せかうちっ 〈っぇすさぇかぬくけえ っしすぬ, う こさけ-
ぉかっきせ っひ けすゃけょぇ うきっっす しきにしか さっ-
てぇすぬ うきっくくけ すっこっさぬ.

′け ゃっさくひきしは お ゃっしっくくっきせ こぇ-
ゃけょおせ. ]おぇいぇすぬ, つすけ ¨¨¨ «╅╉》-
》けかょうくゅ» しけゃしっき くっ せぉうさぇっす 
ょゃけさに, ぉにかけ ぉに くっしこさぇゃっょかうゃけ. 
╅うすっかう きくけゅうた うい くうた ゃうょっかう 
うい しゃけうた けおけく しぇきけしゃぇか う そさけく-
すぇかぬくにえ こけゅさせいつうお, おけすけさにっ 
しけぉうさぇかう くぇおけこうゃてうえしは しくっゅ. 
╋けあくけ こさうゃっしすう こさうきっさ つうしすけ-
ゅけ う しせたけゅけ ょゃけさぇ: いぇ ょけきけき わ1 
くぇ 〈っぇすさぇかぬくけえ. ╇ いょっしぬ さぇぉけすぇ-
かぇ すったくうおぇ, くぇくはすぇは たけかょうくゅけき, 

ぇ くっ こさけしすけ ぇしそぇかぬす ゃにしせてうかけ 
ゃってくっっ しけかくちっ.

〈ぇおあっ くぇき こけいゃけくうかぇ つうすぇ-
すっかぬくうちぇ うい ょけきぇ わ19 くぇ せかうちっ 
【うかけゃしおけえ, ょぇぉに こけぉかぇゅけょぇさうすぬ 
¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» いぇ けこっさぇ-
すうゃくにっ ょっえしすゃうは こけ けつうしすおっ うた 
ょゃけさぇ. 〈けかぬおけ ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ 
こさう ぉかうあぇえてっき さぇししきけすさっくうう 
ゃにてかぇ くっけょくけいくぇつくぇは. ′ぇおぇくせ-
くっ こさっょしすぇゃうすっかう さっょぇおちうう すぇき 
こけぉにゃぇかう う ぉにかう せょうゃかっくに. ╋に 
さってうかう, つすけ くぇてう こけくはすうは け つう-
しすけすっ けつっくぬ しうかぬくけ さぇしたけょはすしは し 
きくっくうっき あうすっかっえ 【うかけゃしおけえ. ╇, 
ょっえしすゃうすっかぬくけ, くぇ くっょけせきっくくにえ 
ゃけこさけし あせさくぇかうしすぇ こけいゃけくうゃてぇは 

つうすぇすっかぬくうちぇ けすゃっすうかぇ: «』すけ 
ゃに! ╀にかけ っとひ たせあっ. ぅ こけくはかぇ, 
つすけ くぇいぇゃすさぇ こさけしすけ くっ しきけゅせ ゃに-
ったぇすぬ しけ ょゃけさぇ くぇ ぇゃすけきけぉうかっ, う 
しすぇかぇ ぉうすぬ ゃけ ゃしっ おけかけおけかぇ. ‶け-
いゃけくうかぇ くっしおけかぬおけ さぇい ゃ くぇて あう-
かうとくけ-おけききせくぇかぬくにえ せつぇしすけお, 
すぇき くうおすけ くっ けすゃっすうか. ′ぇおけくっち, 
こけこさけしうかぇ しっおさっすぇさは しけっょうくうすぬ 
きっくは たけすぬ し おっき-くうぉせょぬ, う けくぇ 
ょぇかぇ ぃさうは ╁っさっとぇゅうくぇ. ¨く ゃ すけす 
あっ ょっくぬ こさうったぇか お くぇき ゃけ ょゃけさ, う 
せ くぇし ゃしひ けつうしすうかう. ′っ けあうょぇかぇ 
すぇおけえ けこっさぇすうゃくけしすう う かうつくけゅけ 
せつぇしすうは させおけゃけょうすっかは, ぉかぇゅけ-
ょぇさくぇ いぇ ねすけ, しきけゅかぇ くけさ-
きぇかぬくけ ゃにったぇすぬ». 4
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╁ ‶╄[╁｠╄ きっしはちに 2011 ゅけょぇ こさけきにてかっくくけっ こさけういゃけょしすゃけ ゃ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう いくぇつうすっかぬくけ ゃにさけしかけ. ‶け ょぇくくにき さっゅうけくぇかぬくけゅけ きうくう-

しすっさしすゃぇ ねおけくけきうおう, すけかぬおけ ゃ はくゃぇさっ-そっゃさぇかっ ねすけす さけしす しけしすぇゃうか くっ きっくっっ 
15 こさけちっくすけゃ お しけけすゃっすしすゃせのとっきせ こっさうけょせ こさけてかけゅけ ゅけょぇ, ぇ ゃ けすょっかぬくにた 
しっおすけさぇた こさけきにてかっくくけしすう けぉなひきに せゃっかうつうかうしぬ ゃ さぇいに. 〈ぇお, くぇこさうきっさ, ぉけ-
かっっ つっき ゃ ょゃぇ さぇいぇ ゃにさけしかけ こさけういゃけょしすゃけ すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ う けぉけさせょけ-
ゃぇくうは, ゃ こけかすけさぇ さぇいぇ – こさけういゃけょしすゃけ ねかっおすさけけぉけさせょけゃぇくうは, ねかっおすさけくくけゅけ 
う けこすうつっしおけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは. ╄しかう せつっしすぬ, つすけ ゃけ ゃさっきは きうさけゃけゅけ そうくぇく-
しけゃけゅけ おさういうしぇ ]さっょくうえ 〉さぇか こけしすさぇょぇか おせょぇ しうかぬくっっ ょさせゅうた さけししうえしおうた 
さっゅうけくけゃ, ぇ こけ さはょせ けすさぇしかっえ しこぇょ ょけしすうゅぇか 30-40 こさけちっくすけゃ, くぇぉかのょぇの-
とうえしは しっえつぇし さけしす ょっきけくしすさうさせっす, つすけ させおけゃけょしすゃけき けぉかぇしすう ぉにかぇ ゃにぉさぇ-
くぇ こさぇゃうかぬくぇは すぇおすうおぇ ゃにたけょぇ うい おさういうしぇ.

╁ つぇしすくけしすう, けこさぇゃょぇかぇ しっぉは しすぇゃおぇ 
くぇ うくくけゃぇちうう. ′ぇこけきくうき, おさういうし 2008 
ゅけょぇ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう せょぇさうか 
けしけぉっくくけ しうかぬくけ ゃけ きくけゅけき こけすけきせ, つすけ 
ねおけくけきうおぇ さっゅうけくぇ けおぇいぇかぇしぬ くっしぉぇかぇく-
しうさけゃぇくくけえ. ╃け すけゅけ きけきっくすぇ, おけゅょぇ くぇ 
きうさけゃけき さにくおっ くぇつぇかう しすさっきうすっかぬくけ 
こぇょぇすぬ ちっくに くぇ きっすぇかか, ]ゃっさょかけゃしおぇは 
けぉかぇしすぬ くっこかけたけ あうかぇ いぇ しつひす ねおしこけさすぇ 
こさけょせおちうう 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. ╋ぇてうくけしすさけっくうっ う こさけういゃけょしすゃけ 
ゃにしけおけすったくけかけゅうつくけえ こさけょせおちうう ゃ ねおけくけ-
きうおっ けぉかぇしすう うゅさぇかう くっ しぇきせの ぉけかぬてせの 
さけかぬ. ′け おさういうし ういきっくうか ゃしひ ゃ けょくけつぇしぬっ. 
′っけぉたけょうきけ ぉにかけ しさけつくけ きっくはすぬ しぇきせ 
しすさぇすっゅうの さぇいゃうすうは さっゅうけくぇ. ╂せぉっさくぇすけさ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ┿かっおしぇくょさ ╋うてぇ-
さうく こさっょかけあうか さぇいゃうゃぇすぬ ゃ さっゅうけくっ うく-
くけゃぇちうけくくけっ こさけういゃけょしすゃけ, けしくけゃぇくくけっ 
くぇ いくぇくうはた, ぇ くっ くぇ しにさぬっ, こさけょゃうゅぇすぬ こっ-
さっょけゃにっ くぇせつくけ-すったくうつっしおうっ さぇいさぇぉけすおう, 
しくはゃ くぇ こせすう うた ゃくっょさっくうは ぇょきうくうしすさぇ-
すうゃくにっ う うくにっ ぉぇさぬっさに. 《さぇおちうは こぇさすうう 
«╄╃╇′┿ぅ [¨]]╇ぅ» ゃ けぉかぇしすくけえ ╃せきっ 
けすおかうおくせかぇしぬ くぇ こさっょかけあっくうっ ゅせぉっさくぇ-
すけさぇ, けこっさぇすうゃくけ ぉにか さぇいさぇぉけすぇく う こさう-
くはす いぇおけく «¨ こけょょっさあおっ うくくけゃぇちうけくくけえ 
ょっはすっかぬくけしすう ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう». 

╇ せあっ かっすけき 2010 ゅけょぇ こさけてかぇ ゃにしすぇゃおぇ 
«╇′′¨‶[¨╋-2010», ゅょっ せさぇかぬしおうき こさっょ-
こさうはすうはき せょぇかけしぬ こさっょしすぇゃうすぬ しけゃさっきっく-
くにっ さぇいさぇぉけすおう. ‶け きくっくうの ゅせぉっさくぇすけさぇ, 
きぇしてすぇぉくにっ こさけっおすに こけ きけょっさくういぇちうう 
こさけきにてかっくくけしすう こけいゃけかはす いくぇつうすっかぬくけ 
せゃっかうつうすぬ こさけういゃけょうすっかぬくけしすぬ すさせょぇ くぇ 
せさぇかぬしおうた いぇゃけょぇた.

«〉さぇか うしすけさうつっしおう しつうすぇっすしは こさけきにて-
かっくくにき しっさょちっき [けししうう. ‶け しせすう, しすぇくけゃ-
かっくうっ けすっつっしすゃっくくけえ こさけきにてかっくくけしすう 
くぇつぇかけしぬ くぇ すっささうすけさうう しけゃさっきっくくけえ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, おけゅょぇ くぇ 〉さぇかっ 
ゃっかけしぬ しすさけうすっかぬしすゃけ しくぇつぇかぇ きっょっこかぇ-
ゃうかぬくにた, ぇ こけすけき う あっかっいけょっかぇすっかぬくにた 
いぇゃけょけゃ. ]っゅけょくは くぇ こさっょこさうはすうはた 〉さぇかぇ 

ぉっさっあくけ たさぇくはす う さぇいゃうゃぇのす かせつてうっ すさぇ-
ょうちうう こさけてかけゅけ. ╁ さっゅうけくっ さっぇかういせのすしは 
きぇしてすぇぉくにっ こさけっおすに こけ きけょっさくういぇちうう 
こさけういゃけょしすゃ. ╉ こさうきっさせ, ゃ きうくせゃてっき ゅけょせ 
くぇ ‶っさゃけせさぇかぬしおけき くけゃけすさせぉくけき いぇゃけょっ 
ぉにか ゃゃっょひく ゃ しすさけえ くけゃっえてうえ ねかっおすさけ-
しすぇかっこかぇゃうかぬくにえ おけきこかっおし «╅っかっいくにえ 
¨いけく 32», すっき しぇきにき, くぇ ]さっょくっき 〉さぇかっ 
ょぇく しすぇさす すぇお くぇいにゃぇっきけえ «ぉっかけえ きっすぇか-
かせさゅうう». ‶さけっおすに きけょっさくういぇちうう しすぇかっ-
こかぇゃうかぬくけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは さっぇかういけゃぇくに 
くぇ ╉ぇきっくしお-〉さぇかぬしおけき きっすぇかかせさゅうつっしおけき 
いぇゃけょっ う ′うあくっすぇゅうかぬしおけき きっすぇかかせさゅう-
つっしおけき おけきぉうくぇすっ», – こさうゃけょうす こさうきっさ 
きけょっさくういぇちうう ╋うてぇさうく.

‶けきけゅかけ すぇおあっ すけ, つすけ ゃ おさういうしくにえ ゅけょ 
いぇおぇいぇきう ぉにか けぉっしこっつっく けぉけさけくくけ-こさけ-
きにてかっくくにえ おけきこかっおし ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう. «]っゅけょくは くぇ 〉さぇかっ こさけういゃけょうすしは 
ょけ 70 こさけちっくすけゃ けぉにつくにた ゃけけさせあっくうえ, 

– くぇこけきうくぇっす ╋うてぇさうく. – ]ゃっさょかけゃしおうっ 
けぉけさけくとうおう しすぇかう さけょけくぇつぇかぬくうおぇ-
きう すぇおうた ゃしっきうさくけ ういゃっしすくにた ぉさっくょけゃ, 
おぇお すぇくお 〈-90, いっくうすくけ-さぇおっすくにえ おけき-
こかっおし ]-300, しぇきけたけょくにっ ぇさすせしすぇくけゃおう 
╋]〈┿-]. ╇いゃっしすくぇ ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ 
う ゅさぇあょぇくしおけえ こさけょせおちうっえ: ぉせさけゃにっ 
せしすぇくけゃおう «〉さぇかきぇていぇゃけょぇ», ゅうょさけゅっくっ-

さぇすけさに う しうかけゃにっ すさぇくしそけさきぇすけさに, ぇ し 
くっょぇゃくっゅけ ゃさっきっくう う ゅさせいけゃにっ かけおけきけ-
すうゃに はゃかはのすしは しけしすぇゃかはのとうきう こさけきにて-
かっくくけゅけ うきうょあぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. 
〉ゃっさっく, し ょぇかぬくっえてうき さけしすけき ねおけくけきうおう 
くぇてっゅけ さっゅうけくぇ けぉけさけくくけ-こさけきにてかっく-
くにえ おけきこかっおし ゃにえょっす くぇ くけゃにっ ゅけさういけく-
すに う ぉせょっす さぇぉけすぇすぬ くぇ けこっさっあっくうっ, ゃくっ-
ょさはは しけゃっさてっくくけ くけゃせの おぇお ゃけっくくせの, 
すぇお う ゅさぇあょぇくしおせの こさけょせおちうの».

¨ゅさけきくせの こけきけとぬ ゃ こさっけょけかっくうう おさう-
いうしぇ くぇ ]さっょくっき 〉さぇかっ けおぇいぇかう う そっょっ-
さぇかぬくにっ ゃかぇしすう. ╀かぇゅけょぇさは さっぇかういぇちうう 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こさけゅさぇききに こけょ-
ょっさあおう いぇくはすけしすう, くぇ おけすけさせの うい そっょっ-
さぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ ぉにかけ くぇこさぇゃかっくけ 5,3 
きかさょ させぉかっえ, ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
せょぇかけしぬ ょけこけかくうすっかぬくけ しけいょぇすぬ 123 すに-
しはつう さぇぉけつうた きっしす. ╉ しかけゃせ, せさぇかぬしおうっ 
さぇぉけつうっ しつうすぇのすしは けょくうきう うい しぇきにた 
ゃにしけおけけこかぇつうゃぇっきにた ゃ [けししうう: しさっょくはは 
いぇさぇぉけすくぇは こかぇすぇ くぇ こさけきにてかっくくにた 
こさっょこさうはすうはた ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ 
うすけゅぇき 2010 ゅけょぇ しけしすぇゃうかぇ 21 すにしはつせ 
180 させぉかっえ, つすけ ゃにてっ けぉとっさけししうえしおけゅけ 
せさけゃくは. ╁こさけつっき, ょかは そかぇゅきぇくぇ さけししうえ-
しおけえ こさけきにてかっくくけしすう, おぇおけゃにき はゃかはっす-
しは くぇて さっゅうけく, ねすけ っしすっしすゃっくくけ.

«]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ うきっっす ぉけゅぇすにっ 
すさぇょうちうう ゃ こさけきにてかっくくけしすう う しうかぬくっえ-
てせの くぇせつくせの ておけかせ う ゃけ ゃしっ ゃさっきっくぇ 
ぉにかぇ けこけさけえ ゅけしせょぇさしすゃぇ. ‶け こさぇゃせ くぇょ-
こうしぬ くぇ くぇてっき ゅっさぉっ ゅかぇしうす: «¨こけさくにえ 
おさぇえ ょっさあぇゃに». ′ぇ こさけすはあっくうう きくけゅうた 
かっす ]さっょくうえ 〉さぇか ょっきけくしすさうさせっす せゃっさっく-
くにえ う しすぇぉうかぬくにえ ねおけくけきうつっしおうえ さけしす, ぇ 
こけ きくけゅうき しそっさぇき すっきこに ねすけゅけ さけしすぇ いくぇ-
つうすっかぬくけ こさっゃにてぇのす しさっょくっさけししうえしおうっ 
こけおぇいぇすっかう», – せゃっさっく ゅせぉっさくぇすけさ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう ┿かっおしぇくょさ ╋うてぇさうく.

╁ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けすきっつぇっすしは しすぇぉうかぬくにえ さけしす 
こさけきにてかっくくけゅけ こさけういゃけょしすゃぇ. 〉さけゃっくぬ こさけきにてかっくくけ-
しすう ゃにてっか くぇ ょけおさういうしくにえ せさけゃっくぬ.

]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ – おさせこくっえてうえ こさけきにてかっくくにえ 
ちっくすさ 〉さぇかぇ う ゃしっえ [けししうう. ‶さっょこさうはすうは けぉかぇしすう – ねすけ 
ゅけさょけしすぬ しすさぇくに. 

]さっょくはは いぇさぇぉけすくぇは こかぇすぇ くぇ こさけきにてかっくくにた こさっょ-
こさうはすうはた ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ うすけゅぇき 2010 ゅけょぇ しけ-
しすぇゃうかぇ 21 すにしはつせ 180 させぉかっえ, つすけ ゃにてっ けぉとっさけししうえしおけ-
ゅけ せさけゃくは.

‶[¨╀╊╄╋┿

ÏÐÎÒÈÂ ÂÇÐÛÂÎÂ!
╉ ぇおちうう ╀[ こけ しぉけさせ こけょこう-

しっえ こさけすうゃ ゃいさにゃけゃ くぇ こけかうゅけくっ 
«╉さぇしくにえ ┿ょせえ» こさうしけっょうくうかぇしぬ 
ゅけさけょしおぇは ぇょきうくうしすさぇちうは. ╆ぇ-
きっしすうすっかぬ ゅかぇゃに けおさせゅぇ ╄ゃゅっくうえ 
‶うしちけゃ こさけゃひか しけぉさぇくうは  ゃ すさひた 
こけしひかおぇた: ¨おすはぉさぬしおけき, ╉っょさけゃおっ 
う ╋けくっすくけき. ╅うすっかはき こさっょかけあう-
かう けすこさぇゃうすぬ おけかかっおすうゃくけっ こうしぬ-
きけ こさっいうょっくすせ, おぇお お ╁っさたけゃくけきせ 

ゅかぇゃくけおけきぇくょせのとっきせ ゃけけさせあひく-
くにきう しうかぇきう [《. ╉さけきっ すけゅけ, お 
こうしぬきせ ぉせょっす こさうかけあっくけ ゃうょっけ-
けぉさぇとっくうっ あうすっかっえ. 〈さう したけょぇ 
こけしっすうかけ けおけかけ しけすくう つっかけゃっお, 
しっえつぇし こけょこうしう こさけょけかあぇのす こさう-
くうきぇすぬ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう こけしひかおぇ 
╋けくっすくけゅけ. ′ぇ ょぇくくにえ きけきっくす 
こうしぬきけ こさっいうょっくすせ せあっ こけょこうしぇかう 
こけつすう 200 つっかけゃっお. 

╁¨╆╁[┿】┿ぅ]を ╉ ′┿‶╄』┿〈┿′′¨╋〉

╆┿╀¨[〉 ╀｠〈を! 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
╁ うのかっ ╀[ さぇししおぇいにゃぇか け ′ぇ-

ょっあょっ ╋っかぬくうお, あうすっかぬくうちっ こけ-
しひかおぇ 【うかけゃおう, おけすけさぇは ゃしすせこうかぇ 
ゃ ぉけさぬぉせ し しけしっょはきう う つうくけゃくうおぇ-
きう うい-いぇ くっしおけかぬおうた きっすさけゃ いっきかう. 
′ぇょっあょぇ くぇ すけす きけきっくす ぉにかぇ きぇ-
きけえ こはすっさにた ょっすっえ う けあうょぇかぇ てっ-
しすけゅけ. ╀けかぬてけえ しっきぬっ しすぇかけ すっしくけ 
くぇ  37 き²  う  しっきぬは さってうかぇ さぇしてう-
さうすぬ あうかこかけとぇょぬ いぇ しつひす けゅけさけょぇ. 
′け つすけぉに しけたさぇくうすぬ ゅさはょおう, きくけゅけ-
ょっすくぇは きぇきぇ こけこさけしうかぇ こさうしけっょう-
くうすぬ お しゃけっきせ せつぇしすおせ くっぉけかぬてけえ 
おかけつけお いっきかう くぇ ゅけさっ せ つっすにさひた-
ねすぇあくにた ょけきけゃ.  』うくけゃくうおう ょぇかう 
ょけぉさけ, くけ こけょゅけすけゃおせ ょけおせきっくすけゃ 
こけ いっきかっけすゃけょせ いぇしすけこけさうかう しけ-
しっょう うい きくけゅけねすぇあっお, おけすけさにっ くぇ-
こさぇゃうかう こさけすっしすに ゃけ ゃしっ うくしすぇく-
ちうう う いぇはゃうかう, つすけ うきっくくけ くぇ ねすけき 
ぉせゅさっ けくう こかぇくうさせのす ゃけいゃっしすう くけ-
ゃせの ょっすしおせの こかけとぇょおせ. 

‶けしかっ ゃにたけょぇ くぇてっえ こせぉかうおぇ-
ちうう ′ぇょっあょぇ ╋っかぬくうお けすこさぇゃう-

かぇしぬ くぇ こさうひき お すけゅょぇてくっきせ きねさせ 
ゅけさけょぇ ╁はつっしかぇゃせ ╀さけいけゃしおけきせ. 
¨く くっ けしすぇかしは ゃ しすけさけくっ う こけけぉっ-
とぇか ゃいはすぬ くぇ かうつくにえ おけくすさけかぬ 
こさけちっしし けそけさきかっくうは ょけおせきっくすけゃ. 
╁けしっきぬ きっしはちっゃ しこせしすは ′ぇょっあょぇ 
こけかせつうかぇ ういゃっとっくうっ け おせこかっ-こさけ-
ょぇあっ, すっこっさぬ せつぇしすけお こさぇおすうつっ-
しおう っひ. ‶けおぇ ′. ╋っかぬくうお けあうょぇっす 
こけかせつっくうは しゃうょっすっかぬしすゃぇ け ゅけしせ-
ょぇさしすゃっくくけえ さっゅうしすさぇちうう こさぇゃぇ 
くぇ いっきかの, せ くっひ せしこっかぇ さけょうすぬしは 
ょけつおぇ ╄ゃぇ, くぇ ょくはた っえ うしこけかくうすしは 
ょゃぇ きっしはちぇ.  

– ╃ぇあっ くっ ゃぇあくけ, しおけかぬおけ ゃさっ-
きっくう こさけてかけ, ゃっょぬ ゅかぇゃくけっ – っしすぬ 
さっいせかぬすぇす, – し けぉかっゅつっくうっき ゅけ-
ゃけさうす ′. ╋っかぬくうお. – ╂ぇいっすぇ きくっ 
けつっくぬ こけきけゅかぇ, っしかう ぉに くっ ゃに 
– くぇゃっさくけっ, は すぇお う けしすぇかぇしぬ ぉに 
ぉっい いっきかう. ╇ しこぇしうぉけ ╁はつっしかぇゃせ 
‶うせしけゃうつせ う ]っさゅっの ′うおけかぇっゃうつせ 
(].′. ‶ぇゃかけゃ – ぉにゃてうえ いぇきっしすう-
すっかぬ ゅかぇゃに こけ ╅╉》, すさぇくしこけさすせ 

う しゃはいう – こさうき. さっょ.), けくう きくけゅけ 
ょかは きっくは しょっかぇかう. 

╁ ょけきっ ′ぇょっあょに せあっ しすぇかけ 
こさけしすけさくっっ, こけはゃうかぇしぬ ぉけかぬてぇは 
おせたくは, ゃぇくくぇは. [っきけくす ゃくひし おけさ-
さっおすうさけゃおう ゃ こかぇくに こけ こけおせこおっ 
いぇぉけさぇ. 〈っこっさぬ ゃきっしすけ ょけさけゅけえ 
あっかっいくけえ ういゅけさけょう たけいはえおっ こさう-
ょひすしは ゃにぉさぇすぬ つすけ-すけ こけょってっゃかっ. 
╉ すけきせ あっ ′. ╋っかぬくうお っとひ くっ こけょ-
しつうすにゃぇかぇ, しおけかぬおけ ょっくっゅ せてかけ 
くぇ しぉけさ ゃしった «いっきっかぬくにた» しこさぇ-
ゃけお う ょけおせきっくすけゃ, かぬゅけす ょかは くっひ, 
おぇお ょかは きくけゅけょっすくけえ きぇすっさう くっ 
ぉにかけ. ┿ こけきうきけ こけおせこおう いぇぉけさぇ, 
おけすけさにえ すけあっ しすけうす くっきぇかにた ょっ-
くっゅ, あっくとうくっ っとひ くせあくけ いぇ しゃけえ 
しつひす こっさっくけしうすぬ ねかっおすさうつっしおうえ 
しすけかぉ, くぇたけょはとうえしは くぇ すっささうすけ-
さうう っひ ぉせょせとっゅけ せつぇしすおぇ.  

〈っき くっ きっくっっ, ゅかぇゃくぇは  ちっかぬ 
ょけしすうゅくせすぇ – ′ぇょっあょぇ さぇしてうさうす 
しゃけひ こけょしけぉくけっ たけいはえしすゃけ, おけすけ-
さけっ こけょしけぉうす っひ ぉけかぬてけえ しっきぬっ.

《¨〈¨《┿╉〈
‶け おけつおぇき, こけ おけつおぇき – 

ぉっさひいけゃしおうき ょけさけあおぇき, ゃ 
はきおせ ぉせた!

》¨[¨【┿ぅ ′¨╁¨]〈を

┳┲┵┶┴┲┬┰ ┳┯┲┽┤┨┮┬ 
┥┲┯╀┼┬┩ ┬ ┰┤┯┩┱╀┮┬┩!

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╉ぇお きに せあっ しけけぉとぇかう くぇてうき 

つうすぇすっかはき, けぉかぇしすぬ ゃにょっかうす ╀っ-
さひいけゃしおけきせ 18 きうかかうけくけゃ させぉかっえ 
くぇ けぉせしすさけえしすゃけ ょゃけさけゃ こけ こさけ-
ゅさぇききっ «1000 ょゃけさけゃ», っしかう けおさせゅ 
しけゅかぇしうすしは しけそうくぇくしうさけゃぇすぬ っひ 
くぇ ょっしはすぬ こさけちっくすけゃ. ╃っこせすぇすに 
きっしすくけえ ╃せきに ゃ けょうく ゅけかけし ゅけ-
ゃけさはす: «′ぇょけ ぉさぇすぬ ねすう ょっくぬゅう», 
すっき ぉけかっっ つすけ ぉのょあっす こっさゃけゅけ 
おゃぇさすぇかぇ こっさっゃにこけかくっく, う しゃけ-
うた そうくぇくしけゃ たゃぇすうす くぇ せつぇしすうっ 
ゃ こさけゅさぇききっ. ╁ こさっょゃぇさうすっかぬくけ 
しけしすぇゃかっくくけき しこうしおっ しつぇしすかうゃつう-
おけゃ きに くぇしつうすぇかう しけすくの ゅけさけょ-
しおうた  ょけきけゃ, おけすけさにっ けぉなっょうくうかう 
ゃ 33 ょゃけさぇ. ′っ いぇぉにすに う こけしひかおう: 
【うかけゃおぇ う ]ぇさぇこせかおぇ きけゅせす さぇし-
しつうすにゃぇすぬ くぇ 300 すにしはつ させぉかっえ, 
けしすぇかぬくにっ – くぇ こけかきうかかうけくぇ. 

′ぇ つすけ こけえょせす ょっくぬゅう? ╁ こっさゃせの 
けつっさっょぬ, う ねすけ こさうくちうこうぇかぬくけっ けす-
かうつうっ けす ぉかぇゅけせしすさけうすっかぬくにた さぇ-
ぉけす こさっょにょせとうた かっす, ゃ くぇてうた ょゃけ-
さぇた ぉせょせす せしすぇくけゃかっくに こかけとぇょおう: 
ょっすしおうっ うゅさけゃにっ う しこけさすうゃくにっ. 
¨くう こけょさぇいょっかはのすしは くぇ ぉけかぬてうっ, 
しさっょくうっ う きぇかっくぬおうっ  しすけうきけしすぬの 
しけけすゃっすしすゃっくくけ 500, 300 う 200 すに-
しはつ させぉかっえ. ┿ ゃけす くぇ ╂ぇゅぇさうくぇ, 2, 

2ぇ う ╇しぇおけゃぇ, 16, 16ぇ う 18 くぇきっつっく 
さっきけくす せあっ うきっのとうたしは しけけさせあっ-
くうえ. ╁しっゅけ こさっょこけかけあうすっかぬくけ ぉせ-
ょせす せしすぇくけゃかっくに ゃけしっきぬ ぉけかぬてうた 
けぉなっおすけゃ, 21 しさっょくうえ (17 うゅさけゃにた, 
つっすにさっ しこけさすうゃくにた), 16 きぇかっくぬ-
おうた (すさう うゅさけゃにた, 13 しこけさすうゃくにた). 

╉さけきっ すけゅけ, しさっょしすゃぇ こけえょせす 
くぇ さっしすぇゃさぇちうの ゃくせすさうょゃけさけ-
ゃにた こさけっいょけゃ, せしすさけえしすゃけ ぇゃすけ-
こぇさおけゃけお, こさけおかぇょおせ すさけすせぇさけゃ. 
′っおけすけさにき ょゃけさぇき こっさっこぇょひす 
きうかかうけく う ぉけかぬてっ, ょさせゅうき かうてぬ 
こけ 200 すにしはつ ちっかおけゃにた. ]さけおう 
さぇぉけす すけあっ さぇいくにっ: ゃ こけしひかおぇた う 
こけ こけかせすけさぇ ょっしはすおぇき ゅけさけょしおうた 
ぇょさっしけゃ さぇぉけすに ぉせょせす こさけゃっょっ-
くに くにくつっ, けしすぇかぬくにき こさうょひすしは 
あょぇすぬ しゃけっゅけ つぇしぇ ゃ ぉせょせとっき ゅけょせ 
う ょぇあっ ゃ 2013-けき. 

]こうしおう ょゃけさけゃ しけしすぇゃかっくに, くけ 
ょっこせすぇすに こけしつうすぇかう くせあくにき けす-
おけささっおすうさけゃぇすぬ うた, けしすぇゃうゃ ゃ 
こさけゅさぇききっ すけかぬおけ すっ, つすけ くぇたけ-
ょはすしは くぇ きせくうちうこぇかぬくにた いっきかはた う 
ゅょっ くっ こさけたけょはす しっさぬひいくにっ うくあっ-
くっさくにっ おけききせくうおぇちうう. ]こっちうぇかう-
しすに こけ ぇさたうすっおすせさっ う ゅさぇょけしすさけ-
うすっかぬしすゃせ くぇつぇかう けぉなっいょ う けぉたけょ 
ょゃけさけゃ-こさっすっくょっくすけゃ.
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«′っ しかっょせえすっ しすさぇしすう, つすけぉに くっ くぇさせてぇすぬ しこさぇゃっょかうゃけしすう». 

]╁ぅ】╄′′｠╈ ╉¨[┿′
]‶[¨]╇〈╄ ╇╋┿╋┿

′ぇ ゃけこさけしに つうすぇすっかっえ けすゃっ-
つぇっす うきぇき-たぇすにぉ ╀っさひいけゃしおけえ 
きっつっすう [┿╃╇《〉╊╊┿-たぇいさぇす

┳┲ ┲┨┖┪┮┩ ┦┵┶┴┩┻┤╂┶
╁しすさっつぇか ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ 

きせしせかぬきぇく ゃ ょかうくくにた こぇおうしすぇく-
しおうた させぉぇたぇた. ¨くう せすゃっさあょぇのす, 
つすけ ねすけ «しせくくぇ», すぇお けょっゃぇかしは 
‶さけさけお (し.). ╆くぇつうす, くぇて しっゅけょ-
くはてくうえ ゅぇさょっさけぉ くっ しけけすゃっす-
しすゃせっす けょっあょっ ‶さけさけおぇ (し.)?

╋ぇさぇす, しすせょっくす
╉けゅょぇ お ‶さけさけおせ (し.) こさう-

たけょうかう ょっかっゅぇすに うい けすょぇかひく-
くにた ゅけさけょけゃ う しひか, けくう けぉにつくけ 
しこさぇてうゃぇかう せ しこけょゃうあくうおけゃ ゃ 
きっつっすう: «╉すけ うい ゃぇし ╋せたぇききぇょ, 
こけしかぇくくうお ╀けゅぇ?» ‶さけさけお こけ 
しゃけっきせ ゃくってくっきせ ゃうょせ くうつっき くっ 
けすかうつぇかしは けす けおさせあぇのとうた っゅけ 
しけゃさっきっくくうおけゃ. ╇い ょけしすけゃっさくにた 
こさっょぇくうえ ういゃっしすくけ, つすけ ‶さけさけお 
(し.) くけしうか う えっきっくしおせの けょっあょせ, 
う ゃういぇくすうえしおせの, う っゃさっえしおせの, 
ょぇあっ しけゃっさてぇか くぇきぇい ゃ くうた, くっ-
しきけすさは くぇ すけ, つすけ えっきっくちに ぉにかう 
はいにつくうおぇきう, ゃういぇくすうえちに – たさう-
しすうぇくぇきう, ぇ っゃさっう – うせょぇうしすぇきう. 
¨ そぇしけくぇた あっ ょけしすけゃっさくにた ょぇく-
くにた くっす, こけねすけきせ しけきくうすっかぬくけ 
くぇちうけくぇかぬくせの けょっあょせ しけゃさっきっく-
くにた こぇおうしすぇくちっゃ, おけすけさせの くけしはす, 
おしすぇすう, う たさうしすうぇくっ, あうゃせとうっ ゃ 
‶ぇおうしすぇくっ, くぇいにゃぇすぬ «しせくくけえ». 
〈さっぉけゃぇくうは あっ しせくくに けつっくぬ こさけ-
しすに: けょっあょぇ ょけかあくぇ ぉにすぬ つう-
しすけえ, けこさはすくけえ, ぉっい くっこさうはすくけゅけ 
いぇこぇたぇ. ¨くぇ ょけかあくぇ こさうおさにゃぇすぬ 
せ きせあつうく けぉかぇしすぬ けす こせこおぇ ょけ おけ-
かっく, せ あっくとうく – ゃしひ すっかけ, おさけきっ 
かうちぇ う おうしすっえ させお.  

┹┯┩┥ – ┦┵┩┰┷ ┧┲┯┲┦┤
╄しすぬ かう ゃ ╇しかぇきっ おせかうくぇさくにっ 

こさっょこけつすっくうは: ゃっゅっすぇさうぇくしすゃけ 
うかう こさけょせおすに あうゃけすくけゅけ こさけうし-
たけあょっくうは, ゃさっきは こさうひきぇ こうとう う 
こさけつっっ?

╇ゅけさぬ ¨かっゅけゃうつ, さぇぉけつうえ
‶け ゃさっきっくう こさうひきぇ こうとう さっ-

おけきっくょぇちうえ くっす, けくう しせとっしすゃせのす 
けすくけしうすっかぬくけ おけかうつっしすゃぇ っょに. 
╄しすぬ, つすけぉに くっ せきっさっすぬ し ゅけかけょせ, 
– ねすけ けぉはいぇくくけしすぬ (そぇさょ). ╄しすぬ, 
つすけぉに いぇこけかくうすぬ すさっすぬ あっかせょおぇ 
っょけえ, ょさせゅせの すさっすぬ ゃけょけえ, ぇ こけ-
しかっょくのの すさっすぬ けしすぇゃうすぬ こせしすけえ, 
– さっおけきっくょぇちうは (しせくくぇ), っしすぬ 
ょけしにすぇ – きせぉぇた (くっえすさぇかぬくけっ 
ょっえしすゃうっ, いぇ おけすけさけっ くっ こけかぇゅぇ-
っすしは くう くぇゅさぇょに, くう くぇおぇいぇくうは), 
っしすぬ しゃっさた すけゅけ, «けす こせいぇ» – いぇ-
こさっす (たぇさぇき). ╋せしせかぬきぇくっ こさっょ-
こけつうすぇのす さぇしすうすっかぬくせの こうとせ: 
‶さけさけお (しぇゃし) こうか たけかけょくせの 
こさっしくせの ゃけょせ, かのぉうか いぇおさに-
すにっ こうさけゅう うい すにおゃに, はつきっくくにえ 
たかっぉ ゅさせぉけゅけ こけきけかぇ, ぇ ゃけす きはしけ 
せ くっゅけ ゃ きっくの ぉにかけ さぇい ゃ くっょっ-
かの うかう さぇい ゃ ょゃっ くっょっかう. ¨しけぉけ 
こけつうすぇか きけかけおけ: こけしかっ すけゅけ, おぇお 
ゃにこうゃぇか っゅけ, こさけういくけしうか ょぇあっ 
けすょっかぬくせの きけかぬぉせ. 

╃¨]╉┿ 
¨╀‒ぅ╁╊╄′╇╈ 
• 16 ぇこさっかは ゃ 18 つぇしけゃ ゃ 

╃【╇ わ1 しけしすけうすしは けすつひすくにえ 
おけくちっさす ぇくしぇきぉかは «╉せさぇえ». 
『っくぇ ぉうかっすぇ – 50 させぉかっえ. ╀せょっす けさ-
ゅぇくういけゃぇくぇ こさけょぇあぇ くぇちうけくぇかぬくけえ 
う さっかうゅうけいくけえ ぇすさうぉせすうおう.

• 17 ぇこさっかは ゃ 17 つぇしけゃ ゃ ╃╉ 
╊ぇゃさけゃぇ こさけえょひす おけくちっさす 》ぇ-
くうう 《ぇさたう. ╀うかっすに きけあくけ こさう-
けぉさっしすう せ 《さうょに 《ぇさうすけゃくに, すっか. 
89221482206. 

• 25 ぇこさっかは ゃ 18.00 ゃ ちっく-
すさぇかぬくけえ ぉうぉかうけすっおっ しけしすけ-
うすしは ゃっつっさ, こけしゃはとひくくにえ 
125-かっすうの しけ ょくは さけあょっくうは 
╂ぇぉょせかかに 〈せおぇは. 

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

‶[¨‶¨╁╄╃を
[┿╃╇《〉╊╊┿-たぇいさぇす, 
うきぇき-たぇすにぉ ╀っさひいけゃしおけえ 
ゅけさけょしおけえ きっつっすう

‶さけさけお (し.) しおぇいぇか: «ぅ けしすぇゃ-
かはの ゃぇき ょゃっ ゃっとう: ╉くうゅせ ┿かかぇたぇ 
う ]せくくせ ╄ゅけ こけしかぇくくうおぇ. ╄しかう ゃに 
ぉせょっすっ おさっこおけ ょっさあぇすぬしは いぇ くうた, 
すけ くうおけゅょぇ くっ ゃこぇょひすっ ゃ いぇぉかせあ-
ょっくうっ». 』すけ あっ すぇおけっ ]せくくぇ? 

1. ぁすけ ょっえしすゃうは ‶さけさけおぇ (し.), っゅけ 
しかけゃっしくにっ こけゃっかっくうは, きけかつぇかうゃけっ 
けょけぉさっくうっ う けこうしぇくうっ っゅけ おぇつっしすゃ 
う つっさす. ╁ ]ゃはとっくくけき ╉けさぇくっ しおぇいぇ-
くけ: «╁しひ, し つっき こさうてひか お ゃぇき きけえ 
‶けしかぇくくうお, すけ ぉっさうすっ, けす ゃしっゅけ, つすけ 
けく いぇこさっすうか, けすょっかはえすっしぬ».

2. ]せくくぇ こさぇゃっょくにた たぇかうそけゃ. 
』っすにさっ ぉかうあぇえてうた しけさぇすくうおぇ 
‶さけさけおぇ (し.) – ┿ぉせ ╀ぇおさ, 〉きぇさ, 〉し-
きぇく, ┿かう (ょぇ ぉせょっす ょけゃけかっく ┿かかぇた 
うきう ゃしっきう) – こさぇゃうかう こけしかっ くっゅけ 
30 かっす. ╇た こけしすせこおう う こけゃっかっくうは 
すぇおあっ はゃかはのすしは させおけゃけょしすゃけき 
お ょっえしすゃうの. ‶さけさけお (し.) しおぇいぇか: 
«′ぇしすせこはす ゃさっきっくぇ, う ゃに せゃうょうすっ 
きくけゅけ しきせす う こさけすうゃけさっつうえ. ╃っさ-
あうすっしぬ あっ すけゅょぇ いぇ きけの ]せくくせ う 
しせくくせ きけうた こさぇゃっょくにた たぇかうそけゃ».

3. ]せくくぇ しこけょゃうあくうおけゃ – かの-
ょっえ, あうゃてうた ゃ けょくけ ゃさっきは し ‶さけ-
さけおけき (し.) う こさうくはゃてうた ╇しかぇき. 
‶けしすせこおう う くぇしすぇゃかっくうは しぇたぇぉけゃ 
– すけあっ しせくくぇ. ‶さけさけお しおぇいぇか: 
«╋けう しこけょゃうあくうおう おぇお いゃひいょに. ╆ぇ 
おけすけさけえ ぉに いゃっいょけえ ゃに くっ こけてかう, 
ゃに けぉさっすひすっ ‶さはきけえ ‶せすぬ».

4. ¨ぉにつぇう う すさぇょうちうう, しけけす-
ゃっすしすゃせのとうっ ]せくくっ. ‶さけさけお しおぇ-

いぇか: «╉すけ こさうゃくっしひす ゃ [っかうゅうの 
ょけぉさにえ けぉにつぇえ, すけす こけかせつうす いぇ 
ねすけ くぇゅさぇょせ. ╇ こけかせつぇす っひ ゃしっ すっ, 
おすけ こけしかっょせのす いぇ ねすうきう ょけぉさにき 
けぉにつぇっき. ‶さうつひき くぇゅさぇょぇ こさう-
ゃくひしてっゅけ ねすけす けぉにつぇえ けす ねすけゅけ 
くっ せきっくぬてうすしは. ╉すけ こさうゃくっしひす ゃ 
[っかうゅうの こかけたけえ けぉにつぇえ, すけす こけ-
かせつうす くぇおぇいぇくうっ, う おさけきっ すけゅけ, けく 
こけかせつうす くぇおぇいぇくうっ いぇ ゃしった, おすけ 
こけしかっょけゃぇか いぇ ねすうき けぉにつぇっき».

╁ ╇しかぇきっ くっす さぇいょっかっくうは こけ 
くぇちうけくぇかぬくけしすはき う さぇしぇき. ′け 
╇しかぇき しけしすけうす うい しぇきけぉにすくにた くぇ-
ちうけくぇかぬくにた おせかぬすせさ, しけいょぇくくにた 
くぇ そせくょぇきっくすっ [っかうゅうう. ¨ぉにつぇう 
ぉっょせうくけゃ ┿さぇゃうえしおけゅけ こけかせけしすさけ-
ゃぇ くっ きけゅせす しけゃこぇょぇすぬ し けぉにつぇはきう 
きせしせかぬきぇく しさっょくうた てうさけす [けししうう. 
╄しすっしすゃっくくけ, ぉせょせす けすかうつぇすぬしは う 
そけさきに ぉにすけゃぇくうは ╇しかぇきぇ. ╁っかう-
おうえ ぉけゅけしかけゃ ╇きぇき 【ぇそう´う ょぇか 
すぇおけっ けこさっょっかっくうっ: «╃けぉさにえ 
けぉにつぇえ, うかう こけたゃぇかぬくけっ くけゃけゃゃっ-
ょっくうっ – ねすけ すけ くけゃけっ, つすけ しけけすゃっす-
しすゃせっす (くっ こさけすうゃけさっつうす) ]せくくっ». 
╉ すぇおうき こけたゃぇかぬくにき くけゃてっしすゃぇき 
けすくけしうすしは, お こさうきっさせ, こさぇいょくうお 
╋ぇゃかうょ, おけさぇくうつっしおうっ きぇょあかうしに 
すぇすぇさ, すさっすうえ, しっょぬきけえ う しけさけおけ-
ゃけえ ょくう こけきうくけゃっくうは せしけこてうた.

〉いけしすぬ こけくうきぇくうは ]せくくに, しゃけえ-
しすゃっくくぇは くっおけすけさにき ゅさせここぇき きせ-
しせかぬきぇく, いうあょっすしは くぇ ぉせおゃぇかうしす-
しおけき, そけさきぇかぬくけき こけくうきぇくうう 

しゃはとっくくにた すっおしすけゃ. 〈ぇお, けくう いぇはゃ-
かはのす, つすけ くけゃけゃゃっょっくうは ゃけいきけあ-
くに ゃ しそっさぇた, おぇしぇのとうたしは ねすけゅけ 
きうさぇ. ╉ こさうきっさせ, っいょうかう くぇ かけてぇ-
ょはた, こけすけき こっさっしっかう くぇ ぇゃすけきけ-
ぉうかう, いぇすっき くぇ しぇきけかひすに. ┿ ゃ ゃけ-
こさけしぇた こけおかけくっくうは う さっかうゅうけいくにた 
いぇこさっすけゃ けすしすせこかっくうは けす そけさき, 
いぇおさっこかひくくにた ‶さけさけおけき (し.), くっ-
ょけこせしすうきに. ‶けねすけきせ すっ そけさきに 
ぉにすけゃぇくうは [っかうゅうう, おけすけさにっ しかけ-
あうかうしぬ おぇお けぉにつぇえ, しけけすゃっすしすゃせの-
とうえ ]せくくっ, おぇすっゅけさうつっしおう けすゃっさ-
ゅぇのすしは. ′け こさぇゃうかぬくけ かう ねすけ?

¨ょくぇあょに 》ぇかうょ うぉく ╁ぇかうょ (さ.) 
こさうくひし ‶さけさけおせ (し.) あぇさっくけっ きはしけ 
はとっさうちに. ′け すけす けすおぇいぇかしは けす せゅけ-
とっくうは. «ぁすけ しすぇかけ いぇこさっすくにき?» 
– しこさけしうか 》ぇかうょ. «′っす, こさけしすけ は 
くっ っき きはしけ はとっさうちに», – けすゃっすうか 
‶さけさけお (し.). 〈け っしすぬ ょぇかっおけ くっ ゃしひ, 
つすけ くっ ょっかぇか ‶さけさけお (し.), はゃかはっす-
しは いぇこさっすくにき. ¨ょうく うい しこけょゃうあ-
くうおけゃ しすぇか こさけういくけしうすぬ ゃけ ゃさっきは 
こけはしくけゅけ こけおかけくぇ ょけこけかくうすっかぬくけ 
しゃけえ うくょうゃうょせぇかぬくにえ いうおさ (こけきう-
くけゃっくうっ ┿かかぇたぇ). ′けゃけゃゃっょっくうっ 
くぇてかけ こけょょっさあおせ. ╉けゅょぇ ‶さけ-
さけお しこさけしうか «╉すけ ねすけ くぇつぇか?», 
しこけょゃうあくうお しけいくぇかしは: «ぅ. ぁすけゅけ 
くっかぬいは ぉにかけ ょっかぇすぬ?» «╃っかけ くっ ゃ 
ねすけき. ‶さけしすけ くぇょ すっきう うい ゃぇし, おすけ 
ょけぉぇゃうか ゃ こけはしくけえ こけおかけく ねすけす 
いうおさ, しけぉうさぇかうしぬ しけくきに う しけくきに 
ぇくゅっかけゃ». ‶さけさけお (し.) けょけぉさうか 

いうおさ, こさうゃくっしひくくにえ ゃ おぇくけくうつっ-
しおせの きけかうすゃせ こけきうきけ くっゅけ (し.).

╃ぇ, ‶さけさけお (し.) しおぇいぇか: «′っ ゃけい-
ゃっかうつうゃぇえすっ きっくは こけょけぉくけ すけきせ, 
おぇお たさうしすうぇくっ ゃけいゃっかうつうゃぇのす ╇しせ, 
しにくぇ ╋ぇさうう, ぇ ゅけゃけさうすっ すけかぬおけ: 
«さぇぉ ╀けあうえ う こけしかぇくくうお ╀けあうえ». 
′け けく すぇおあっ しおぇいぇか: «╁けいくけしうすっ 
ぉかぇゅけしかけゃっくうは (しぇかぇゃぇすに) きくっ». 
]けぉうさぇはしぬ くぇ きぇゃかうょに, きに くっ ゅけゃけ-
さうき け ‶さけさけおっ (し.), つすけ けく – しにく ╀け-
あうえ (こさけしすう, ╂けしこけょう). ╋に ゃ すけつくけ-
しすう しかっょせは っゅけ こけゃっかっくうの, ゅけゃけさうき 
け くひき (し.) «さぇぉ ┿かかぇたぇ う こけしかぇくくうおぇ 
┿かかぇたぇ». ╁しこけきうくぇっき っゅけ きうししうの, 
ゃけいくけしうき ぉかぇゅけしかけゃっくうは っきせ. ╁ ╉け-
さぇくっ しおぇいぇくけ: «‶けうしすうくっ, ┿かかぇた う 
╄ゅけ ぇくゅっかに ぉかぇゅけしかけゃかはのす ‶さけさけおぇ 
(し.). ̈  すっ, おすけ せゃっさけゃぇかう, ぉかぇゅけしかけゃ-
かはえすっ っゅけ (し.) う こさうゃっすしすゃせえすっ っゅけ 
(し.) くぇうかせつてうき けぉさぇいけき». ]かっょせは 
ゃっおぇきう ゃにさぇぉけすぇくくけきせ «ょけぉさけきせ 
けぉにつぇの», しかっょせっき ]せくくっ.

‶けねすけきせ きせしせかぬきぇくぇき しかっょせっす 
ぉっさっあくっえ う ゃくうきぇすっかぬくっえ けす-
くけしうすぬしは お すさぇょうちうはき, しかけあうゃ-
てうきしは ゃ おけくおさっすくけえ しすさぇくっ, う くっ 
こにすぇすぬしは こけょ ゃうょけき «しせくくに» こさけ-
すぇとうすぬ つせあうっ けぉにつぇう, おけすけさにっ 
ゃけゃしっ う くっ はゃかはのすしは ]せくくけえ. ╇ 
ぉせょせつう «ょけぉさにき けぉにつぇっき» ゃ ょさせ-
ゅけき ゅけしせょぇさしすゃっ, きけあっす こさっゃさぇ-
すうすぬしは ゃ «こかけたけえ けぉにつぇえ», っしかう 
けく うしおせししすゃっくくけ くぇしぇあょぇっすしは ゃ 
くぇてっえ しすさぇくっ. 
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ОТЦА И МАТЕРИ ЯЗЫК
╂ぇぉょせかかぇ 〈せおぇばえ (╂ぇぉょせかかぇ ╋せたぇきっょゅぇさうばそけゃうつ 

〈せおぇっゃ) – ゃにょぇのとうえしは すぇすぇさしおうえ くぇさけょくにえ 
こけねす, かうすっさぇすせさくにえ おさうすうお, こせぉかうちうしす う こっさっ-
ゃけょつうお. ¨く さけょうかしは 14 (26) ぇこさっかは 1886 ゅけょぇ ゃ 
しっきぬっ こさけしすけゅけ きせかかに. ╉けゅょぇ うしこけかくうかけしぬ つっすに-
さっ し こけかけゃうくけえ きっしはちぇ, かうてうかしは けすちぇ, ぇ ゃ ゃけい-
さぇしすっ つっすにさひた かっす しすぇか おさせゅかにき しうさけすけえ. ╅うゃは ゃ 
しっきぬっ おさっしすぬはくうくぇ ]ぇゅょう ゃ ょっさっゃくっ ╉にさかぇえ, ╂ぇぉ-
ょせかかぇ くぇつぇか こさうけぉとぇすぬしは お すさせょせ, しすぇか せつうすぬしは. 
╁こっつぇすかっくうは ょっすしすゃぇ けしすぇゃうかう ゃ こぇきはすう う すゃけさ-
つっしすゃっ こけねすぇ くっういゅかぇょうきにえ しかっょ かのぉゃう お さけょ-
くけえ いっきかっ う っひ こさけしすにき かのょはき (ょっえしすゃうっ こけねきに 
«【せさぇかっ» こさけうしたけょうす うきっくくけ ゃ ねすけえ ょっさっゃくっ).

‶けしかっ ╂ぇぉょせかかせ ゃいはか ゃ しっきぬの おせこっち ╂ぇかう-
ぇしおぇさ 〉しきぇくけゃ, きぇかぬつうお せつうかしは ゃ きっょさっしっ ゅ. 
〉さぇかぬしおぇ, けょくけゃさっきっくくけ こけしっとぇは させししおうえ 
おかぇしし う こさけはゃかはは ゃにしけおせの けょぇさひくくけしすぬ ゃ せつひ-
ぉっ. ‶っさゃにっ かうすっさぇすせさくにっ けこにすに 〈せおぇは こけこぇかう 
ゃ させおけこうしくにえ あせさくぇか «┿かぬ-╂ぇしさぇかぬ-ょあぇょうょ» 
(«′けゃにえ ゃっお») いぇ 1904 ゅけょ. ╁ ねすけす あっ こっさうけょ 
けく こっさっゃけょうす くぇ すぇすぇさしおうえ はいにお ぉぇしくう ╉さに-
かけゃぇ う こさっょかぇゅぇっす うた お ういょぇくうの, せゃかっおぇっすしは 
こけねいうっえ ‶せておうくぇ う ╊っさきけくすけゃぇ. 

‶けしかっ くぇつぇかぇ さっゃけかのちうう 1905 ゅけょぇ ゃ 
〉さぇかぬしおっ こけはゃうかうしぬ こっさゃにっ すぇすぇさしおうっ ゅぇ-
いっすに う あせさくぇかに, 〈せおぇえ しけすさせょくうつぇっす ゃ くうた. 
¨く せつぇしすゃせっす ゃ こさけてっょてうた ゃけかくけえ こけ ゅけさけょせ 
ょっきけくしすさぇちうはた. ╁ くぇつぇかっ 1907 ゅけょぇ こけおうょぇっす 
きっょさっしっ, くぇつうくぇっすしは っゅけ «ゃけかぬくぇは あういくぬ». 
╇のくぬしおうえ こっさっゃけさけす 1907 ゅけょぇ けいくぇつぇか さっ-
てうすっかぬくけっ くぇしすせこかっくうっ さっぇおちうう くぇ ょっきけおさぇ-
すうの. ╀けっゃにき けすおかうおけき くぇ ねすけ ぉにかけ すせおぇっゃしおけっ 
しすうたけすゃけさっくうっ «′っ せえょひき!», ゃ はさおうた しすさけおぇた 
おけすけさけゅけ こさけいゃせつぇか ゅけかけし ぉけさちぇ, いけゃせとっゅけ ょけ 
おけくちぇ しすけはすぬ いぇ つっしすぬ さけょうくに う ょっきけおさぇすうう. 
〈ぇおうっ しすうたう, おぇお «【せさぇかっ», «‶ぇさぇ かけてぇょっえ», 
«[けょくけえ いっきかっ», すぇおあっ ぉにかう こけしゃはとっくに すっきっ 
さけょうくに. ¨しっくぬの 1907 ゅけょぇ 〈せおぇえ こさうっいあぇっす ゃ 
╉ぇいぇくぬ, いょっしぬ けく ぉにしすさけ ゃたけょうす ゃ かうすっさぇすせさ-
くにっ おさせゅう う しぉかうあぇっすしは し きけかけょひあぬの, ゅさせここう-
さけゃぇゃてっえしは ゃけおさせゅ ゅぇいっすに «┿かぬ-╇しかぇた» («[っ-
そけさきぇ»). ╁しっ しゃけう すゃけさつっしおうっ ゃけいきけあくけしすう 
〈せおぇえ ゃ ねすけす こっさうけょ こけしゃはとぇっす しぇすうさうおけ-のきけ-

さうしすうつっしおうき あせさくぇかぇき «ぅてっく» («╋けかくうは»), 
«ぅかす-のかす» («╆ぇさくうちぇ»).

╉ 1908 ゅけょせ ゃ すゃけさつっしすゃっ 〈せおぇは ゃけいくうおぇっす 
ちっかにえ ちうおか いぇきっつぇすっかぬくにた こけねすうつっしおうた う 
けつっさおけゃけ-こせぉかうちうしすうつっしおうた こさけういゃっょっくうえ, ゃ 
おけすけさにた うしつっさこにゃぇのとっ はしくけ ゃにさぇあっくけ けす-
くけてっくうっ お くぇさけょせ. ]すうたけすゃけさっくうは «¨しっくくうっ 
ゃっすさに», «╂くひす», «╃ぇつぇ», «』っゅけ くっ たゃぇすぇ-
っす しっかぬしおけきせ かのょせ?», «′ぇょっあょに くぇさけょぇ…» 
はさおけ しゃうょっすっかぬしすゃせのす け すけき, つすけ こけねす こうすぇか 
うしおさっくくっっ しけつせゃしすゃうっ お ぉけさちぇき いぇ くぇさけょくけっ 
ょっかけ. 

¨すゃっさゅぇは こさっしかけゃせすせの «ょっさっゃっくしおせの うょうか-
かうの», 〈せおぇえ すさっいゃけ しきけすさっか くぇ しっかぬしおせの さっ-
ぇかぬくけしすぬ, しすさっきはしぬ けたゃぇすうすぬ しけちうぇかぬくにっ おけく-
すさぇしすに っひ ぉせょくっえ («』っゅけ くっ たゃぇすぇっす しっかぬしおけきせ 
かのょせ?», «╂くひす», «╁けいゃさぇとっくうっ ゃ ╉ぇいぇくぬ»).

′っしきけすさは くぇ さっいおけっ せたせょてっくうっ いょけさけゃぬは, 
けく こせすってっしすゃせっす. ╁ くぇつぇかっ きぇは 1911 ゅけょぇ 
〈せおぇえ こぇさけたけょけき こさうっいあぇっす ゃ ┿しすさぇたぇくぬ, こけ 
こせすう いくぇおけきはしぬ し あういくぬの ‶けゃけかあぬは («╃ぇつぇ», 
けつっさお «╋ぇかっくぬおけっ こせすってっしすゃうっ»). ╆くぇおけきうす-
しは し ぇいっさぉぇえょあぇくしおうき けぉとっしすゃっくくにき ょっはすっ-
かっき う こうしぇすっかっき ′. ′ぇさうきぇくけゃにき, しけしかぇくくにき 
すせょぇ いぇ さっゃけかのちうけくくせの ょっはすっかぬくけしすぬ ゃ さけょ-
くけき おさぇの. ╁っしくけえ 1912 ゅけょぇ 〈せおぇえ さってぇっすしは 
くぇ ぉけかっっ いくぇつうすっかぬくせの こけっいょおせ こけ きぇさてさせすせ 
╉ぇいぇくぬ-〉そぇ-‶っすっさぉせさゅ. ╁ 〉そっ けく ゃしすさっつぇっすしは 
し ╋. ╂ぇそせさう. ╁ ╉ぇいぇくぬ ゃけいゃさぇとぇっすしは ゃ くぇつぇ-
かっ ぇゃゅせしすぇ, さぇぉけすぇっす ゃ せょせてかうゃけえ ぇすきけしそっさっ 
すうこけゅさぇそうう う, くっしきけすさは くぇ こかけたけっ しぇきけつせゃ-
しすゃうっ, こさけょけかあぇっす こうしぇすぬ.

2 (15) ぇこさっかは 1913 ゅけょぇ 〈せおぇは くっ しすぇかけ. ¨く 
せてひか うい あういくう ゃ 27 かっす ゃ さぇしちゃっすっ しゃけっゅけ すぇ-
かぇくすぇ. «〈ぇすぇさに ゃ かうちっ 〈せおぇっゃぇ こけすっさはかう ゃっ-
かうつぇえてっゅけ くぇちうけくぇかぬくけゅけ こけねすぇ», – こうしぇかう 
ゅぇいっすに. 〈せおぇっゃしおうっ すさぇょうちうう しすぇかう けょくうき うい 
さってぇのとうた うょっえくけ-ねしすっすうつっしおうた そぇおすけさけゃ ょかは 
ょぇかぬくっえてっゅけ さぇいゃうすうは すぇすぇさしおけえ かうすっさぇすせさに 
こけょ いくぇきっくっき さっぇかういきぇ う くぇさけょくけしすう.

′っしきけすさは くぇ しこけさに ゃ すぇすぇさしおけき けぉとっしすゃっ, 
╂. 〈せおぇえ こさうょっさあうゃぇかしは すけつおう いさっくうは け っょうく-
しすゃっ くぇさけょぇ う っゅけ おせかぬすせさに: 

びÜôÜ ëí£Ü½Ö▲½ ß▲öá, ôóïöÜïñëÑñôÖ▲½. 
がÜüí ¢óç、ö ïöëñ½¿ñÖáñ½ ¡ ïçñöÜ çñôÖ▲½.
ぜÖñ ïôíïöóñ öíöíë ÑÜëÜ¢ñ ¢ó£Öó, 
がÜ¢ÑÜïá ¿ó 　 Ñ¿　 Öóê êÜëÜüñú ¢ó£Öó?
がÜ ïëÜ¡í ÑÜ½Üú ö　¢¡Ü0 ïÜïöíëñÖ, 
é ïí½ öíöíëóÖ, óïöóÖÖ▲ú öíöíëóÖ,
é Ñí¿ ÖíëÜÑÜ ÜßñàíÖóú ½ÖÜÇÜ, 
ごïäÜ¿Ö0 ¿á óê – ó£çñïöÖÜ öÜ¿á¡Ü ゐÜÇÜ.
╂. 〈せおぇえ しつうすぇっすしは けょくうき うい けしくけゃけこけかけあ-

くうおけゃ すぇすぇさしおけゅけ はいにおぇ: 
づÜÑÖÜú 　£▲¡ - ïç　öÜú 　£▲¡, Üöîí ó ½íöñëó 　£▲¡,
とí¡ ö▲ äëñ¡ëíïñÖ! 
ぴñ¿▲ú ½óë ç öçÜ、½ ßÜÇíöïöçñ 　 äÜïöóÇ!
とíôí　 ¡Ü¿▲ßñ¿á, öñß　 ½Öñ ç äñïÖñ Üö¡ë▲çí¿í ½íöá. 
ご ï¡í£¡ó ßíßÜü¡ó 　 ÖíÜôó¿ï　 äÜÖó½íöá.
づÜÑÖÜú 　£▲¡, ëÜÑÖÜú 　£▲¡, ï öÜßÜ0 ï½ñ¿Ü 　 ü、¿ çÑí¿á, 
ど▲ ëíÑÜïöá çÜ£ç▲üí¿ ½Ü0, 
ö▲ äëÜïçñö¿　¿ ½Ü0 äñôí¿á.
づÜÑÖÜú 　£▲¡, 
ï öÜßÜú çÑçÜ、½ 　 ç äñëç▲ú ëí£ ½Ü¿ó¿ どçÜëîí: 
"だ ßÜ¢ñ, ½íöá ½Ü0 äëÜïöó, äëÜïöó ½ñÖ　, äëÜïöó Üöîí".
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つす 14 05.24 06.54 14.20 18.44 21.03 22.33 11 こ蔭く
こす 15 05.21 06.51 14.20 18.45 21.05 22.35 12 一けき
しぉ 16 05.18 06.48 14.20 18.47 21.07 22.37 13 てうき
ゃし 17 05.16 06.46 14.20 18.48 21.09 22.39 14 はおて
こく 18 05.13 06.43 14.20 18.50 21.11 22.41 15 ょ允て
ゃす 19 05.11 06.41 14.20 18.51 21.14 22.44 16 しうて
しさ 20 05.08 06.38 14.20 18.52 21.16 22.46 17 つ蔭さ
つす 21 05.05 06.35 14.20 18.54 21.18 22.48 18 こ蔭く
こす 22 05.03 06.33 14.20 18.55 21.20 22.50 19 一けき
しぉ 23 05.00 06.30 14.20 18.56 21.22 22.52 20 てうき
ゃし 24 04.58 06.28 14.20 18.58 21.24 22.54 21 はおて
こく 25 04.55 06.25 14.20 18.59 21.26 22.56 22 ょ允て
ゃす 26 04.53 06.23 14.20 19.00 21.28 22.58 23 しうて
しさ 27 04.51 06.21 14.20 19.02 21.31 23.01 24 つ蔭さ
つす 28 04.48 06.18 14.20 19.03 21.33 23.03 25 こ蔭く
こす 29 04.46 06.16 14.20 19.04 21.35 23.05 26 一けき
しぉ 30 04.43 06.13 14.20 19.06 21.37 23.07 27 てうき
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Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2011 – 2015 ãîäû», 

óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 11.10.2010 ¹1481-ÏÏ, 
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 09.11.2010 ¹469 «Îá óòâåðæäåíèè 

ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2011 – 2015 ãîäû»:
1.1.Â ðàçäåëå 1 «Ïàñïîðò Ïðîãðàììû»:
ãðàôó 2 ïî ñòðîêå 3 äîïîëíèòü ôðàçîé «îáëàñòíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà 2011 – 2015 

ãîäû», óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 11.10.2010 ¹481-ÏÏ»;
ãðàôó 2 ïî ñòðîêå 7 äîïîëíèòü ôðàçîé «óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ñïîðòà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»;

â ãðàôå 2 ïî ñòðîêå 8: 
âìåñòî «81645,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «91645 òûñ. ðóá.»; 
âìåñòî «32481,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «37481,0 òûñ. ðóá.»; âìåñòî «6139,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «11139,0 òûñ.ðóá.»; 
âìåñòî «44964,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «49964,0 òûñ. ðóá.»; âìåñòî «10376,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «15376,0 òûñ. ðóá.».

1.2. Â ðàçäåëå 3 «Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû. Îöåíêà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû»:
1.2.1. Ïåðå÷èñëåíèå ïðåäïîëàãàåìûõ ê äîñòèæåíèþ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ ñèñòåìû äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà 

çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â Íîâîáåðåçîâñêîì ìèêðîðàéîíå» äî 26%».
1.2.2. Ðàçäåë «Ïîäïðîãðàììà «Øêîëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà» òàáëèöû ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè Ïðîãðàììû äîïîëíèòü ï.6 ñëåäóþùåãî 

ñîäåðæàíèÿ:

6. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â Íîâîáåðåçîâñêîì ìèêðîðàéîíå %  17,5 18,5 20 22 24 26
1.3. Â ðàçäåëå 4 «Ëîãèêà ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû»:
1.3.1. Ïîäðàçäåë «Ïîäïðîãðàììà «Øêîëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà» äîïîëíèòü ï.10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: 

10. Ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) 
óíèâåðñàëüíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè 
ïðè ëèöåå ¹3 «Àëüÿíñ» 

2011 – 5000,0 5000,0 – óïðàâëåíèå êóëüòóðû è ñïîðòà 
Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà

óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé 
êóëüòóðîé è ñïîðòîì â Íîâîáåðåçîâñêîì 
ìèêðîðàéîíå

1.3.2. Ïî èòîãîâîé ñòðîêå «Âñåãî â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû»:
â ãðàôå 5 âìåñòî «28394,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «33394,0 òûñ. ðóá.», ïî  ïîäñòðî÷êå  «2011» âìåñòî «5372,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «10372,0 òûñ. ðóá.»;
â ãðàôå 6  âìåñòî «19024,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «24024,0 òûñ. ðóá.», ïî  ïîäñòðî÷êå  «2011» âìåñòî «5124,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «10124,0 òûñ. ðóá.».
1.4. Â ðàçäåëå 5 «Ôèíàíñîâîå îáîñíîâàíèå Ïðîãðàììû»:
â àáçàöå 1 âìåñòî «81645,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «91645,0 òûñ. ðóá.»;
â ï.2): âìåñòî «32481,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «37481,0 òûñ. ðóá.», ïî ñòðîêå  «2011 ãîä» âìåñòî «6139,0 òûñ.ðóá.» ÷èòàòü «11139,0 òûñ.ðóá.»; 
â ï.3):  âìåñòî «44964,0 òûñ. ðóá.» ÷èòàòü «49964,0 òûñ. ðóá.», ïî ñòðîêå «2011 ãîä» âìåñòî «10376,0 òûñ. óá.» ÷èòàòü «15376,0 òûñ. ðóá.».
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Øåëóõèíó Î.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà È.Â. Êàðïîâ

¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
╋けあくけ こけさぇししせあょぇすぬ け すけき, 

つすけ ょゃけさ ょけかあくに ぉにかう けつうしすうすぬ 
くっ こけ いゃけくおせ けす あうすっかっえ, ぇ こけ 
たけょせ ゃにこけかくっくうは ょけかあくけしすくにた 
けぉはいぇくくけしすっえ. ╋けあくけ こけいょさぇゃうすぬ 
ゃにてっくぇいゃぇくくけゅけ させおけゃけょうすっ-
かは: けく ょっえしすゃせっす おぇお こさっいうょっくす 
くぇてっえ しすさぇくに, おけすけさにえ くっ すぇお 
ょぇゃくけ けぉっとぇか かうつくけ いぇっいあぇすぬ ゃ 
おぇあょにえ ょゃけさ. ┿ きけあくけ こけしけおさせ-
てぇすぬしは け すけき, つすけ ゃ ゅけさけょっ ょけ 
しうた こけさ くっす しうしすっきに かうゃくっゃけえ 
おぇくぇかういぇちうう, おけすけさぇは きけゅかぇ ぉに 
いぇきっすくけ けぉかっゅつうすぬ さぇぉけすせ おけき-
きせくぇかぬとうおけゃ, ゃっさくっっ, しょっかぇすぬ っひ 
ぉけかっっ さっいせかぬすぇすうゃくけえ. ┿ すけ しっ-
ゅけょくは ょっえしすゃうは たけかょうくゅぇ こけたけあう 
くぇ いぇすにおぇくうっ ょにさ: ゃ けょくけき きっしすっ 
いぇすおくせかう (しくっゅ ゃにゃっいかう), ゃ ょさせ-
ゅけき こさけさゃぇかけ (さぇしすぇはかけ). ╇ っしかう 
あうすっかう «ぉっさひいけゃしおけえ ゃっくっちうう» 
きっつすぇのす け ゃにょぇつっ うくょうゃうょせぇかぬ-
くにた こかぇゃしさっょしすゃ, すけ ぉっさひいけゃしおうき 
おけききせくぇかぬとうおぇき くせあくけ きっつすぇすぬ 
け さぇょうけせこさぇゃかはっきけき すけさくぇょけ, 
おけすけさにえ いぇ こけかつぇしぇ ゃすはくせか ぉに ゃ 
しっぉは ゃっしぬ ゅけさけょしおけえ しくっゅ う ゃけょせ う 

しぉさけしうか ゅょっ-くうぉせょぬ いぇ こさっょっかぇきう 
ゅけさけょぇ. ]こさぇゃうすぬしは しけ ゃしっき しくっ-
ゅけき う ゃけょけえ しうかぇきう ょゃけさくうおけゃ う 
そさけくすぇかぬくけゅけ こけゅさせいつうおぇ くっ こけ-
かせつぇっすしは.

』すけ あっ ょっかぇすぬ あうすっかはき ょけ-
きけゃ, おけすけさにっ けおぇいぇかうしぬ こけょすけ-
こかっくくにきう? ‶さっょしすぇゃうすっかう ¨¨¨ 
«╅╉》-》けかょうくゅ» くぇ そけさせきっ ょぇかう 
すぇおけえ けすゃっす: «′ぇてう ょっえしすゃうは ぉせ-
ょせす しかっょせのとうきう: ゃけょぇ ぉせょっす くぇ-
こさぇゃかっくぇ ゃ ゃけょけけすゃけょくけえ おぇくぇか. 
╄しかう ねすけゅけ ぉせょっす くっょけしすぇすけつくけ, 
すけ ぉせょっす うしこけかぬいけゃぇくぇ きけすけこけき-
こぇ ょかは けすおぇつおう ゃけょに». ‶さぇゃょぇ, 
いょっしぬ こけつっきせ-すけ くっ せすけつくはっすしは, 
つすけ うしこけかぬいけゃぇくうっ こけきこに – せしかせ-
ゅぇ こかぇすくぇは, しすけうす こけかすけさに すにしはつう 
させぉかっえ ゃ つぇし, う けこかぇすうすぬ っひ ょけかあ-
くに あうすっかう ょけきぇ, うくぇつっ こけきこせ くう-
おすけ くっ こさうてかひす.

〈ぇお つすけ, たけすうすっ こけかぬいけゃぇすぬしは 
ぇゃすけきけぉうかっき, ぇ くっ かけょおけえ, こかぇすう-
すっ かうてくのの おけこっっつおせ. ╇くょうゃうょせ-
ぇかぬくにっ こかぇゃしさっょしすゃぇ せ くぇし すけあっ 
くうおすけ ぉっしこかぇすくけ くっ ゃにょぇひす. ′っ ょけ 
さけしおけてう.

]‶¨[〈

┨┦┤┪┨┿ ┵ ┥┴┲┱┫┲┭
╋ぇさうは ╉┿[┿]┱╁┿, すさっくっさ ╃ぃ]【

‶っさゃっくしすゃけ [けししうう こけ こかぇゃぇ-
くうの ゃ かぇしすぇた しさっょう のくけてっえ ょけ 
16 かっす こさけてかけ ゃ ゅ. ╀うえしおっ. ‶け-
ぉけさけすぬしは いぇ いゃぇくうっ しうかぬくっえてうた 
しなったぇかうしぬ 11 おけきぇくょ うい さぇいくにた 
さっゅうけくけゃ しすさぇくに, ぇ っとひ ゃこっさ-
ゃにっ ゃ しけさっゃくけゃぇくうはた すぇおけゅけ 
せさけゃくは こさうくはかう ゃくっおけくおせさしくけっ 
せつぇしすうっ こかけゃちに うい ╉ぇいぇたしすぇくぇ. 
164 しこけさすしきっくぇ ぉけさけかうしぬ いぇ きっ-
ょぇかう, しさっょう くうた つっすにさっ ぉっさっ-
いけゃつぇくうくぇ, おけすけさにっ こさっょしすぇゃ-

かはかう くっ すけかぬおけ さけょくけえ ゅけさけょ, 
くけ う けぉかぇしすぬ. 〉つぇとうえしは ¨〉 わ23 
╃きうすさうえ ╊せおぬはくけゃうつ ょゃぇあょに 
こけょくはかしは くぇ こぬっょっしすぇか こけつひすぇ, 
しすぇゃ ぉさけくいけゃにき こさういひさけき くぇ 
ょうしすぇくちうはた 100 う 200 きっすさけゃ ゃ 
かぇしすぇた. ╃きうすさうえ ゃにこけかくうか くけさ-
きぇすうゃに おぇくょうょぇすぇ ゃ きぇしすっさぇ 
しこけさすぇ う けすぉけさけつくにえ ょかは せつぇ-
しすうは ゃ こっさゃっくしすゃっ [けししうう しさっょう 
のくけてっえ ょけ 18 かっす: しけさっゃくけゃぇ-
くうは こさけえょせす ゃ きぇっ.

‶¨]〉╀╀¨〈′╇』┿╄╋?

╀さけくいけゃにえ こさういひさ ╃きうすさうえ ╊せおぬはくけゃうつ

┱┤ ┥┤┴┴┬┮┤┨┿ – ┵ ┯┲┳┤┶┤┰┬
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
¨すすぇはか しくっゅ, う ゃにかっいかけ くぇ しゃっす ╀けあうえ ゃしひ くぇてっ 

ぉっしおせかぬすせさぬっ. ′け ょっかぇすぬ くっつっゅけ, たけすうき  あうすぬ おぇお 
かのょう – くぇょけ ぉさぇすぬ ゃ させおう かけこぇすに, きひすかに う うょすう ゃ ぉけえ 
くぇ ぉぇささうおぇょに きせしけさぇ う ゅさはいう. ‶っさゃにっ しせぉぉけすくうおう, 
こけ けそうちうぇかぬくけきせ おぇかっくょぇさの, こさけえょせす 15, 22 う 29 
ぇこさっかは くぇ こけょゃっょけきしすゃっくくにた すっささうすけさうはた こさっょこさう-
はすうえ, ぇ 16, 23 う 30 つうしかぇ – くぇ こさうょけきけゃにた せつぇしすおぇた. 
╁ きぇっ きぇさぇそっす くぇ せかうちぇた う ゃけ ょゃけさぇた こっさっょ こさぇいょくう-
おけき ‶けぉっょに くぇきっつっくけ くぇゃっしすう てっしすけゅけ つうしかぇ. 

╉ぇお ゃしっゅょぇ, ゃしすぇひす ゃけこさけし け ゃにゃけいっ きっておけゃ 
し しけさけき. ′にくつっ せこさぇゃかっくうっ ╅╉》 こけょこうしぇかけ 
ょけゅけゃけさ し ¨¨¨ «〉さぇか]けす» くぇ こさうひき う さぇいきっ-
とっくうっ きせしけさぇ けす せつさっあょっくうえ  う けさゅぇくういぇちうえ 
ぉのょあっすくけえ しそっさに. ╉ぇあょぇは こさうたけょはとぇは くぇ 
こけかうゅけく きぇてうくぇ ょけかあくぇ ぉせょっす うきっすぬ しけけすゃっす-
しすゃせのとせの しこさぇゃおせ. ╁っさうき, つすけ くぇさけょくぇは ゃけえくぇ 
し させおけすゃけさくけえ きっさいけしすぬの う こぇおけしすぬの けおけくつうす-
しは こけぉっょけえ. 

《¨[〉╋

╋¨╊¨╃┱╅′┿ぅ ╋¨╃┿ ′┿ ╋′╄′╇╄ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

╁ ′╄]〈┿′╃┿[〈′¨╋ こけかけあっくうう けおぇいぇかうしぬ こさっょしすぇゃうすっかう 
ゃかぇしすう, こさうてっょてうっ くぇ そけさせき «╃せきぇすぬ きけょくけ» ゃけ ╃ゃけさっち 

きけかけょひあう.  ╆ぇきっしすうすっかは ゅかぇゃに けおさせゅぇ ╄ゃゅっくうは ‶うしちけゃぇ, こさっょ-
しっょぇすっかは ゅけさけょしおけえ ╃せきに ╄ゃゅっくうは ╂けゃけさせたせ, こさっょしっょぇすっかは 
«╇きこっさうう きけかけょひあう» ┿かっおしぇくょさぇ ╊せおうくぇ う こさっょしっょぇすっかは ゅけ-
さけょしおけゅけ さけょうすっかぬしおけゅけ おけきうすっすぇ ┿くょさっは ]すぇさけょせぉちぇ うい こさう-
ゃにつくにた おさっしっか こっさっしぇょうかう くぇ こせそに, さぇししすぇゃかっくくにっ くぇ しちっくっ. 
╁きっしすっ し ゅっくっさぇかぬくにき ょうさっおすけさけき 〉╉ «╂けさ]ゃっす» ぁょせぇさょけき 
〈けこけさうとっゃにき う しこっちうぇかうしすけき せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは ╇さう-
くけえ 〈けくおけゃけえ  けくう けすゃっつぇかう くぇ ゃけこさけしに きけかけょひあう, おけすけさぇは 
いぇこけかくうかぇ いさうすっかぬくにえ いぇか.

¨ぉなはゃかっくくぇは すっきぇ そけさせきぇ – ゃに-
ぉけさ つっかけゃっおぇ ゃ てうさけおけき しきにしかっ 
しかけゃぇ, ゃ おけくちっ おけくちけゃ, しゃっかぇしぬ お 
ぇおすせぇかぬくにき ゃけこさけしぇき ゅけさけょしおけゅけ 
たけいはえしすゃぇ: ゅさはいう, きせしけさせ う おけききせ-
くぇかおっ.  ぁすけきせ しこけしけぉしすゃけゃぇか ゃうょっ-
けさけかうお «¨ぉにつくにえ ょっくぬ けぉにつくけゅけ 
ぉっさっいけゃつぇくうくぇ», しくはすにえ ゃけしこう-
すぇくくうおぇきう «╋けかけょひあくけえ ておけかに 
ぉういくっしぇ». ╋うくう-そうかぬき さぇししおぇいぇか 
け ぉせょくうつくけえ あういくう Terra Libera: 
けすしせすしすゃうう ゃけょに ゃ おさぇくぇた う っひ 
ういけぉうかうう くぇ ょけさけゅぇた, こぬのとっえ きけ-
かけょひあう, さぇくくうた ぉさぇおぇた… 

′っ ゃしっ けぉうすぇすっかう しちっくに しけ-
ゅかぇしうかうしぬ し こっししうきうしすうつくにき 
ゃいゅかはょけき きけかけょにた ぉっさっいけゃつぇく 
くぇ ゅけさけょしおうっ さっぇかうう. ぁょせぇさょ 〈け-
こけさうとっゃ ゃけいきせすうかしは こけょしすぇゃくにき 
おぇょさけき こさけ きせしけさ くぇ すさけこっ いょけ-
さけゃぬは, いぇ せぉけさおせ おけすけさけゅけ けすゃっ-
つぇっす っゅけ けさゅぇくういぇちうは. ╆さうすっかぬ-
くうちぇ こけしこけさうかぇ し ゅっくょうさっおすけさけき 
«╂けさ]ゃっすぇ», くけ くぇ こさっょかけあっくうっ 
ぁょせぇさょぇ ╇ゅけさっゃうつぇ こさけったぇすぬしは 
ょけ すさけこに う ゃきっしすっ こけうしおぇすぬ すぇき 

きせしけさ くっ しけゅかぇしうかぇしぬ. ¨ょうく うい 
こせそうおけゃ いぇくはか ]っさゅっえ ╇かぬうくにた, 
いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに, おけすけさにえ けす-
ゃっつぇっす いぇ ゃけこさけしに, しゃはいぇくくにっ し 
╅╉》, けく こさけおけききっくすうさけゃぇか くっ-
ょけゃけかぬしすゃけ ぇゃすけさけゃ さけかうおぇ さぇい-
かうゃぇきう ゅさはいっゃにた さっお. 

– ╀っさひいけゃしおうえ こっさっあうゃぇっす ゃっ-
しっくくっっ すぇはくうっ しくっゅぇ, う ゃにゅかはょっすぬ 
こけ-ょさせゅけきせ けく くっ きけあっす. 

]すけうす せつうすにゃぇすぬ, つすけ くぇて ゅけ-
さけょ くっ うきっっす かうゃくっゃけえ おぇくぇかういぇ-
ちうう, こけねすけきせ しさぇゃくうゃぇすぬ きっしすくせの 
ゃっしくせ し っおぇすっさうくぉせさゅしおけえ くうおぇお 
くっかぬいは. ╃させゅうっ せつぇしすくうおう そけさせきぇ 
こけょょっさあぇかう ]っさゅっは ╁ぇかっさぬっゃうつぇ, 
くぇこけきくうゃ, おぇおけっ けゅさけきくけっ おけかう-
つっしすゃけ しくっゅぇ せあっ ぉにかけ ゃにゃっいっくけ. 
╇きっくくけ ぉかぇゅけょぇさは ねすけきせ こけ きくけ-
ゅうき せかうちぇき きけあくけ こさけえすう, ぇ くっ 
こさけこかにすぬ. 

‶けしかっ けぉしせあょっくうは せつぇしすくう-
おぇき そけさせきぇ こけおぇいぇかう ういゃっしすくにえ 
うきうょあっゃにえ おかうこ «╀っさひいけゃしおうえ 
– くぇつぇかけ しつぇしすかうゃけえ あういくう», さぇ-
ょせあくにっ おぇょさに おけすけさけゅけ ゃしすせこぇかう 

ゃ しきにしかけゃけえ おけくそかうおす し おぇさ-
すうくおけえ, こけおぇいぇくくけえ きけかけょひあぬの. 
[ぇいいぇょけさっくくにっ いさうすっかう ゅけすけゃに 
ぉにかう いぇょぇすぬ っとひ きぇししせ ゃけこさけしけゃ, 
くけ すけお-てけせ «しゃっさくせかう», くっ ょぇゃ 
ゃにしおぇいぇすぬしは ゃしっき あっかぇのとうき. 

– ╋くっ くっ たゃぇすうかけ うくすっさぇお-
すうゃぇ, – こけょゃけょうす うすけゅう ╇さうくぇ 
‶けくけきぇさひゃぇ, いぇゃっょせのとぇは けすょっ-
かけき こけ ょっかぇき きけかけょひあう. – ╀にすぬ 
きけあっす, きに しぇきう しけいょぇかう すぇおせの 
しうすせぇちうの. ′け ゃしひ-すぇおう たけさけてけ, 
つすけ いさうすっかう せてかう くっ ゃにゅけゃけさうゃ-
てうしぬ, いくぇつうす, ゃ しかっょせのとうえ さぇい 
けくう けぉはいぇすっかぬくけ こさうょせす う ゃにしおぇ-
あせす しゃけの すけつおせ いさっくうは. 

《けさせき «╃せきぇすぬ きけょくけ» こけしっすう-
かう しけすさせょくうおう «╅╉》-》けかょうくゅぇ», 
╀╆]╉, 〉╆‶], ╀]〉, «╀っさひいけゃしおけゅけ 
こさうゃけいぇ», «]ぉっさぉぇくおぇ» う っとひ 
さはょぇ こさっょこさうはすうえ, ぇ すぇおあっ しすせ-
ょっくすに う ておけかぬくうおう, ゃしっゅけ – 155 
つっかけゃっお. ¨ぉっしこっつうすぬ はゃおせ せょぇ-
かけしぬ くっ すけかぬおけ ぉかぇゅけょぇさは ぇおすうゃ-
くけえ さっおかぇきっ, くけ う «さぇいくぇさはょおっ», 
くぇこさぇゃかっくくけえ させおけゃけょうすっかはき 
さぇいかうつくにた けさゅぇくういぇちうえ. ′っしきけ-
すさは くぇ けすつぇしすう こさうくせょうすっかぬくせの 
そけさきせ こけしっとっくうは きっさけこさうはすうは, 
69 こさけちっくすけゃ いさうすっかっえ しけつかう 
そけさせき こけいうすうゃくにき くぇつうくぇくうっき. 
〈ぇおうっ ょぇくくにっ しけぉさぇかう けさゅぇくう-
いぇすけさに こけ さっいせかぬすぇすぇき こけょしつひすぇ 
しすうおっさけゃ しけ しきぇえかうおぇきう, し こけきけ-
とぬの おけすけさにた いさうすっかう ゃにさぇあぇかう 
しゃけひ けすくけてっくうっ お くけゃけえ そけさきっ 
けぉとっくうは し ゅけさけょしおうきう ゃかぇしすはきう. 

╉╇′¨╉╊〉╀ 

«╁¨]]〈┿′╇╄ ╀╄╆╃╄╊を′╇╉¨╁» ╁ ╉╇′¨╉╊〉╀╄ 

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

14 ぇこさっかは ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう (〈っぇすさぇかぬ-
くぇは, 7) しけしすけうすしは けつっさっょくぇは ゃしすさっつぇ ╉うくけおかせぉぇ. 
╁ ねすけす ゃっつっさ しきけすさうき う けぉしせあょぇっき そうかぬき うい-
ゃっしすくけゅけ ぇきっさうおぇくしおけゅけ ょけおせきっくすぇかうしすぇ ╋ぇえおかぇ 
╋せさぇ «╁けししすぇくうっ ぉっいょっかぬくうおけゃ». ╉ぇさすうくぇ しくはすぇ 
ゃ ゃうょっ すせさくっ こけ 60 おぇきこせしぇき おけかかっょあっえ ]【┿ ゃ 
こさっょょゃっさうう こさっいうょっくすしおうた ゃにぉけさけゃ し ちっかぬの きけ-
すうゃぇちうう 18-29-かっすくうた ぇきっさうおぇくちっゃ こけえすう くぇ ゅけ-
かけしけゃぇくうっ.

『っかぬ すぇおけゅけ すせさくっ, おぇお ゅけゃけさうす さっあうし-
しひさ, «さけあょっくうっ くけゃけゅけ こけかうすうつっしおけゅけ こけ-
おけかっくうは».

¨ょくぇあょに, せあっ こさけうゅさぇゃ ぉうすゃせ-こさういにゃ «ぉっいょっかぬ-
くうおけゃ» お ゅけかけしけゃぇくうの いぇ ╃あけくぇ ╉っささう う, つすけ っとひ ぉけ-
かっっ ゃぇあくけ, こさけすうゃ ╃あけさょあぇ ╀せてぇ くぇ こさっいうょっくすしおうた 
ゃにぉけさぇた ゃ ]【┿ ゃ 2004 ゅけょせ, さっあうししひさ こけ-こさっあくっきせ, 
ゃけ つすけ ぉに すけ くう しすぇかけ, あっかぇっす しきっくうすぬ こけかうすうつっしおうえ 
しすさけえ ゃ しすさぇくっ. ╇, おぇお しつうすぇっす ╋ぇえおか ╋せさ, ゃ ねすけえ 
ぇゅうす-ゃけえくっ ゃしっ しさっょしすゃぇ たけさけてう.

╋ぇえおか ╋せさ しすぇか ういゃっしすっく てうさけおけえ こせぉかうおっ こけしかっ 
ゃにたけょぇ そうかぬきぇ «《ぇさっくゅっえす 9/11», しすぇゃてっゅけ しぇきけえ 
おけききっさつっしおう せしこってくけえ おぇさすうくけえ ゃ うしすけさうう ょけおせきっく-
すぇかぬくけゅけ おうくけ.

′ぇつうくぇっき すさぇょうちうけくくけ し 19.00.
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11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ╁]┱ [╄【〉 ]┿╋┿. 

╂¨╊¨] ]╄[╃『┿»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
19.00 〈/] «┿╂¨′╇ぅ ]〈[┿》┿»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╅╄′]╉┿ぅ ╊¨╂╇╉┿. 

╀[╇╊╊╇┿′〈 ╁ ╃╁┿╃『┿〈を 
╉┿[┿〈¨╁»

23.05 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.30 》/《 «[┿╊╊╇»
02.15 «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ ╉[╇-

]〈╇». ╃╄〈╄╉〈╇╁
04.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉¨╄ 

〉╀╇╈]〈╁¨»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.15 》/《 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╁¨╈-

′｠: ぁ‶╇╆¨╃ 2 - ┿〈┿╉┿ 
╉╊¨′¨╁»

18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
21.00 》/《 «‶[╇╃〉[╉╇ ╇╆ 

》┿╆╆┿[╃┿»
23.10 ╃¨╋-2
00.40 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.10 》/《 «¨‶[┿╁╃┿′′┿ぅ 

╅╄]〈¨╉¨]〈を»
03.15 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
04.10 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.10 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.25 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.35 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′»
10.55 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.05 》/《 «╅╄]〈¨╉╇╈ [¨╋┿′]»
16.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «[〉]┿╊╉┿»
23.00, 02.05 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.35 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′»
01.00 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

〈╄[╇┿╊｠»
02.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
02.50 》/《 «′╄╆┿╉¨′′¨╄ ╁〈¨[-

╅╄′╇╄»
05.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

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

〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 «╋¨【╄′′╇╉╇»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

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

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «]〉╃をぅ ╃[╄╃╃»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠-5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╋╄』»
22.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
00.00 «〈[╇ 〉╂╊┿»
01.00 》/《 «[┿╈]╉¨╄ ¨╆╄[¨»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00, 12.55 «6 ╉┿╃[¨╁»
11.00 《ぁ′〈╄╆╇ «┿[〈〉[ ╇ 

╋╇′╇‶〉〈｠»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
22.00 ╀¨╄╁╇╉ «[¨╀¨╉¨‶»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.30 ╃/《 «〉〈[╄′′╇╈ ]╁╄〈»
03 . 20  〈 /]  «╊╄╂╄′╃┿  ¨╀ 

╇]╉┿〈╄╊╄»
04.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

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

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

9.10 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
9.30 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
10.20, 00.25 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05 «[¨╆｠ ╃╊ぅ ]╄′を¨[｠ [┿╇]｠»
15.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 00.05, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30 ,  03 .40  «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ.  〈[〉╃¨╁｠╄ 

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

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

Смотрите 
новости на 

канале 
«Век телевидения»

с понедельника 
по пятницу, 
и итоговый 

выпуск в субботу 
и воскресенье в 

8 00, 13 00, 1800, 
2030, 2300

РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

ÎÊÍÀ
4490 – без монтажа
8490 – «под ключ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
от 3900 – без монтажа
от 5900 – «под ключ»

Рассрочка без %
Бизнес-центр, ул. Строителей, 4, 3 эт.

www.gostspecstroy.ru 

 219-43-83, 8-904-16-15-763
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Ремонт компьютеров

8-912-27-86-681
РЕКЛАМАsimbatron.ru

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

с 22 марта 2011 года 
предприятие ООО «АДС»

начинает проведение плановых 
подготовительных работ 

к новому отопительному сезону.

◊ Квалифицированный и опытный персонал;

◊ монтаж в здании или помещении, указанном заказчиком, 

пломбировка, ввод в эксплуатацию приборов учета ХВС и 

ГВС, электроэнергии;

◊ регулировка любых сантехнических приборов.

Мы освободим вас от обязанностей поиска, оформления, 

согласования документов на установку приборов расхода и учета 

систем ХВС, ГВС и электроэнергии.

Мы поможем сэкономить ваши денежные средства и время.

Вы получите гарантированные обязательства исправной работы 

установленных приборов сроком на 1 год.

Творческий подход к каждому клиенту позволит выполнить работы 

в удобное для Вас время.

Оплата за выполненные работы производится через кассу 

предприятия ООО «ЖКХ-Холдинг».

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

г. Березовский, ул. Ленина, 65, тел. (34369) 48-480
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ООО «Уральская региональная 

бетонная компания»

(343) 383-64-51(50)
8-922-03-57-203
8-922-03-57-204

e-mail: URBK66@ mail. ru

◊ Бетон 

◊ Раствор

◊ ФБС

ТОЧНО В СРОК!
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В связи с необходимостью срочного 

ремонта оборудования планируется 

отключение вещания телеканала ТНВ

20 апреля 2011 г. с 9-00 до 14-00 ч. 

(время московское). Р
Е
К
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14 àïðåëÿ
2011 ãîäà6 Âòîðíèê, 19 àïðåëÿ ÒÂ

‶っさゃにえ 〈╁『

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00, 01.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.30, 02.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠»  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
12.30 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/]
13.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»
14.30 «20 ╊╄〈 ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╈ ]╊〉╅╀╄ ╆┿-

′ぅ〈¨]〈╇»
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

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

ぅ╆｠╉╄)
16.00 «〈┿〈-MUSIC»
16.15 «]‶[╇′╂». 〈/] 
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00  ╇╆ 《¨′╃¨╁ 〈╁. ╂. ╉┿╋┿╊. «‶¨╃┿[¨╉». 

〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を
20.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈». 〈/]
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»

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

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.15 〈/] «]╊╄╃»
18.55 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
19.55 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╅╄′]╉╇╄ ╋╄』〈｠ 

¨ ╃┿╊を′╇》 ]〈[┿′┿》»
22.30 ‶¨╄╃╇′╉╇. «╁｠╀¨[ ┿╂╄′-

〈┿ ╀╊╄╈╉┿». 2-ぅ ]╄[╇ぅ
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 〈/] «′┿ ′¨』を ╂╊ぅ╃ぅ»
00.50 》/《 «╋┿╉]╇╋┿╊を′¨╄ 

〉]╉¨[╄′╇╄»
02.45 》/《 «〈〉╋┿′»

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

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

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «ぅ 〈╄╀ぅ ′╇╉¨╂╃┿ 

′╄ ╆┿╀〉╃〉»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.10 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
03.20 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
03.50 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

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

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

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

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «′¨╁┿ぅ ╅╇╆′を 

]｠】╇╉┿ ╂〉[¨╁┿. ‶[¨-
╃¨╊╅╄′╇╄» 

23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 «╃╄╊¨ 〈╄╋′¨╄» 
00.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
01.00 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄-

╃╇′¨╉»
02.00 «╃¨ ]〉╃┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «′┿ ¨〈╃｠》╄»
11.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ╋¨╈ ぁ[╋╇〈┿╅
14.20 》/《 «╅╇╆′を ╉╊╇╋┿ 

]┿╋╂╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.45 【╄╃╄╁[｠ 》¨[¨╁¨╈ 

╋〉╆｠╉╇
18.35 ╃/《 «〉╃╇╁╇〈╄╊を′┿ぅ ╁]╄-

╊╄′′┿ぅ «》┿╀╀╊┿»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄╊¨╁╄╉ ‶╄[╄╃ ╀¨╂¨╋
20.35 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
21.15 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
22.00 ┿‶¨╉[╇《
22.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╁╃┿╊╇ ¨〈 ′╄╄»
01.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.00 《〉〈╀¨╊. 『]╉┿ - «[〉╀╇′»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
10.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿» 
11.00, 14.00, 00.00, 02.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 02.50 ╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿
13.10 «]〈[┿′┿.RU»
13.40, 23.45, 03.45 ╁╄]〈╇.RU
14.15 ‶╊┿╁┿′╇╄ 
15.30 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿» 
16.20 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.20 》/《 «〈╄′╄╁¨╈ 』╄╊¨╁╄╉»
19.10 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.40 ╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂
21.00 》¨╉╉╄╈. ぃ′╇¨[｠. [¨]]╇ぅ 

- 【╁╄╈『┿[╇ぅ 
23.15 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿» 
00.20 《〉〈╀¨╊. «′をぃ╉┿]╊» - 

«╋┿′』╄]〈╄[ ぃ′┿╈〈╄╃» 
04.00 ╀¨╉]

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8 .45  》 /《  «╀╄╆  ¨]¨╀¨╂¨ 

[╇]╉┿»
10.20, 11.45 》/《 «]┿╉╁¨ぅ╅ ]¨ 

]╁╄〈╊｠╋ ╀〉╃〉】╇╋»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ╁]┱ [╄【〉 ]┿╋┿. 

╂¨╊¨] ]╄[╃『┿»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.00 〈/] «┿╂¨′╇ぅ ]〈[┿》┿»
19.55 «[╄『╄‶〈 ╋¨╃╄[′╇╆┿-

『╇╇». ]‶╄『[╄‶¨[〈┿╅
20.30, 23.50 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «]』┿]〈╊╇╁¨╂¨ 

‶〉〈╇!»
23.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.25 ╉¨′『╄[〈 ╂[〉‶‶｠ «╊╄]¨-

‶¨╁┿╊»
01.40 》/《 «╋┿〈』 ]¨]〈¨╇〈]ぅ ╁ 

╊ぃ╀〉ぃ ‶¨╂¨╃〉»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30, 10.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 〈/] 

«]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
114.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.45 》/《 «‶[╇╃〉[╉╇ ╇╆ 

》┿╆╆┿[╃┿»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»

21.00 》/《 «╀¨╊を【¨╈ ]〈ぁ′»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′»
10.55 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.05 》/《 «╅╄′┿ ‶¨ ╉¨′〈-

[┿╉〈〉»
16.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
20.30 ′¨╁¨]〈╇
21.00 》/《 «┿′′┿ ′╇╉¨╊を»
23.00, 02.05 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.35 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′»
01.00 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

〈╄[╇┿╊｠»
02.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
02.50 》/《 «╉[〉〈｠╄ ]〈╁¨╊｠»
04.45 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

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

〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠-5»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00, 03.00 

«ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «ぅ ‶¨╉┿╅〉 〈╄╀╄ 

╋¨]╉╁〉»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠-5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╋╄』»
22.00 «╅┿╃′¨]〈を»
00.00 «‶[╇╂¨╁¨[»
0 1 . 0 0  〈 / ]  « ‶ ¨ ] ╊ ╄ ╃ ′ ぅ ぅ 

╋╇′〉〈┿»
02.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
03.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00, 15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00, 20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30, 20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
11.00 》/《 «[¨╀¨╉¨‶»
13.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
21.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
22.00 ╀¨╄╁╇╉ «[¨╀¨╉¨‶ 2»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»

01.30 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.25 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10 «╂〉[╋ぁ»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
11.45 ]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05 〈/] «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈», 1 ]╄[╇ぅ
17.10 «DE FACTO»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.10, 00.05, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈», 2 ]╄[╇ぅ
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.35 «DE FACTO»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 20 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

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

ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
‶[¨《. [┿╀¨〈｠
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15  ╂. ╆┿╈′┿【╄╁┿. «¨. 【〉[┿╊╄!» ╋〉╆｠╉┿╊を′¨╄ 

‶[╄╃]〈┿╁╊╄′╇╄ 
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»
16.15 «]‶[╇′╂». 〈/]
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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

ぅ╆｠╉╄)  
19.00 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を ‶¨ ‶[¨╇╆╁╄╃╄′╇ぅ╋ ╂. 

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

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

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.15 〈/] «]╊╄╃»
18.55 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
19.55 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╅╄′]╉╇╄ ╋╄』〈｠ 

¨ ╃┿╊を′╇》 ]〈[┿′┿》»
22.30 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «╀╄╊｠╈ ╁¨[¨〈′╇』¨╉»
00.40 》/《 «╊╅╄『, ╊╅╄『»
02.20 》/《 «╁〈¨[¨╈ 【┿′]»

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

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

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «ぅ 〈╄╀ぅ ′╇╉¨╂╃┿ 

′╄ ╆┿╀〉╃〉»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.15 》/《 «′╄ ]〈[╄╊ぅ╈〈╄ ╁ 

╀╄╊｠》 ╊╄╀╄╃╄╈», 1 ]╄[╇ぅ
03.40 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

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

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

《¨′┿[╄╈» 
18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «′¨╁┿ぅ ╅╇╆′を 

]｠】╇╉┿ ╂〉[¨╁┿. ‶[¨-
╃¨╊╅╄′╇╄» 

23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ╇〈┿╊をぅ′╄『». 

╃¨╉〉╋╄′〈┿╊を′｠╈ ‶[¨╄╉〈 
╁┿╃╇╋┿ ╂╊〉]╉╄[┿. 《╇╊を╋ 
‶╄[╁｠╈ «′┿【┿ ╇〈┿╊╇ぅ» 

00.30 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
01.30 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【» 
02.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
03.35 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»  
04.00 «╃¨ ]〉╃┿»

10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «┿′′〉【╉┿»
12.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.20 》/《 «╅╇╆′を ╉╊╇╋┿ 

]┿╋╂╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.45 【╄╃╄╁[｠ 》¨[¨╁¨╈ 

╋〉╆｠╉╇
18.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄╊¨╁╄╉ ‶╄[╄╃ ╀¨╂¨╋
20.35 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
21.15 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
21.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
22.00 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
22.40 ╃/《 «┿′╃[╄╈ ╇ ╆¨ぅ»
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «′╄╆┿╀｠╁┿╄╋｠╄ 

╋¨╋╄′〈｠»
01.55 ACADEMIA
02.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.00 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
6.10 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠
16.10 》/《 «〈┿╉〈╇』╄]╉¨╄ ′┿-

‶┿╃╄′╇╄»
17.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
18.15 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.00 》¨╉╉╄╈. «]┿╊┿╁┿〈 ぃ╊┿-

╄╁» - «┿〈╊┿′〈» 
23.30 ╀¨╉]
00.05, 03.55 ╁╄]〈╇.RU
00.20, 02.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.40 《〉〈╀¨╊. «〈¨〈〈╄′》ぁ╋» - 

«┿[]╄′┿╊» 
02.50, 04.10 ╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿

‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿ ╃¨ 14.00
14.00 «╆╁╄╆╃｠ ╋¨]╉¨╁]╉¨-

╂¨ ]‶¨[〈┿». ┿╊╄╉]┿′╃[ 
╊╄╀╆ぅ╉

14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ′╄ ╁╄[′〉]を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.00 〈/] «┿╂¨′╇ぅ ]〈[┿》┿»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «』┱[′¨╄ ‶╊┿〈を╄»
22.55 «〈╁ 『╄》»
23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.20 》/《 «‶¨╁〈¨[′｠╈ ╀[┿╉»
02.15 》/《 «]』┿]〈╊╇╁¨╂¨ 

‶〉〈╇!»
04.20 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
0 5 . 0 5  ╃ / 《  « ╆ ╄ ╋ ╊ ぅ  ‶ ¨ ╃ 

′¨╂┿╋╇»

‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿ ╃¨ 11.00
11.00, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»

11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.55 》/《 «╀¨╊を【¨╈ ]〈ぁ′»
18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
21.00 》/《 «╊¨‶〉》╇»
22.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
02.55 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ]╊〉』┿╄〈]ぅ»
05.05 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.15 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠
16.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «╀╊¨′╃╇′╉┿ ╁ 

【¨╉¨╊┿╃╄» 
23.00, 02.05 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.35 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
01.00 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

〈╄[╇┿╊｠»
02.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
02.50 》/《 «′¨]〈[┿╃┿╋〉]»
04.40 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

╃¨ 14.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
14.00 》/《 «╉[〉〈ぅ】╇╈ ╋¨╋╄′〈»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠-5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
21.00 〈/] «╋╄』»
22.00 ‶[¨╄╉〈 «[╄┿╊を′¨]〈を». 

«╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»: 
«╀[╇╂┿╃┿»

23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
0 0 . 0 0  ╉ ╊ ╇ ′ 〈  ╇ ] 〈 ╁ 〉 ╃ , 

╃╅╇′ 》ぁ╉╋╄′, ╋¨[╂┿′ 
《[╇╋╄′ ╁ ╁╄]〈╄[′╄ «′╄-
‶[¨】╄′′｠╈»

02.30 «╁ 』┿] ‶╇╉» ‶¨╃-
[¨╀′¨]〈╇

03.00 «‶¨╉╄[ ‶¨]╊╄ ‶¨-
╊〉′¨』╇»

04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

╃¨ 16.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
16.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
22.00 ╀¨╄╁╇╉ «[¨╀¨╉¨‶ 3»

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

╁╆[｠╁┿»
01.30 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈ ]╄[╇┿╊ 

«╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]╉┿〈╄╊╄»
03.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.05 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.25 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.05, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05 〈/] «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈», 2 ]╄[╇ぅ
17.10 «]╄╉[╄〈｠ ]〈[¨╈′¨]〈╇»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈», 3 ]╄[╇ぅ
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.35 «DE FACTO»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
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╆けかけすけえ いぇこぇし ╀っさひいけゃしおけゅけ くっ すけかぬおけ ゃ いっきかっ, けく – ゃ かのょはた. ¨ぉ けょくけき うい すぇおうた ぉっさひいけゃしおうた «しすぇさぇすっかっえ», こさけあうゃてうた いぇきっつぇすっかぬくせの 
あういくぬ う しおけこうゃてうた くっきぇかけ ょせてっゃくけゅけ いけかけすぇ, – くぇてぇ しすさぇくうちぇ. ]っゅけょくはてくうえ くぇて ゅっさけえ きくけゅけ かっす けすょぇか しかせあぉっ ゃ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた 
けさゅぇくぇた, つせすぬ くっ ゃしの あういくぬ すさせょうかしは さぇょう いぇとうすに ょけぉさけこけさはょけつくにた ぉっさっいけゃつぇく けす きうさぇ こさっしすせこくけしすう. ‶けうしすうくっ ぉかぇゅけさけょくけっ う いけかけすけっ 
ょっかけ! ╇, おけくっつくけ, ゃにさぇしすうか ょっすっえ, おけすけさにっ せあっ さけょうかう ゃくせおけゃ. ╁ おぇおけえ しそっさっ ょっはすっかぬくけしすう くう すさせょうかうしぬ ぉに すっ う ょさせゅうっ, せゃっさっくぇ, けくう しけ-
たさぇくはす ゅかぇゃくけっ – つっかけゃっつっしおせの こけさはょけつくけしすぬ, おぇお けすっち う ょっょ. ╁ ねすけき きぇすっさうぇかっ きに さぇししおぇあっき け くぇつぇかっ あういくっくくけゅけ こせすう ゃっすっさぇくぇ.

╉¨[¨〈╉¨╈ ]〈[¨╉¨╈

‶さうしゃけっくに いゃぇ-
くうは «¨すかうつくうお 
きうかうちうう», «╁っすっ-
さぇく すさせょぇ», «╁っ-
すっさぇく ╋うくうしすっさ-
しすゃぇ ╁くせすさっくくうた 
ょっか», «╁っすっさぇく 
¨ す っ つ っ し す ゃ っ く く け え 
ゃけえくに». ′ぇゅさぇあ-
ょひく のぉうかっえくにきう 
きっょぇかはきう.

《ぇきうかうは__________________________

╇きは______________________________

¨すつっしすゃけ__________________________

‶けか______ ょぇすぇ さけあょっくうは __________

╋っしすけ
さけあょっくうは_________________________

               _________________________

               _________________________

éづだぷぎゑごぶ 

ずぎだぞごが 

ぜごびんざずだゑごぶ

ぜばぐ                          28.03.1931

     びばどだづ ゎづぎとご 
どごぜだぷぎゑでとだゎだ づんざだぞん 
とづんでぞだがんづでとだゎだ とづんé

╉]〈┿〈╇
17 ぇこさっかは ゃ [けししうう 

ゃこっさゃにっ ぉせょっす 
けすきっつぇすぬしは 

╃っくぬ ゃっすっさぇくけゃ 
けさゅぇくけゃ ゃくせすさっくくうた ょっか 

う ゃくせすさっくくうた ゃけえしお. 
╄とひ ゃ 2011 ゅけょせ 

うしこけかくはっすしは 20 かっす 
しけ ょくは しけいょぇくうは 

ゃっすっさぇくしおけゅけ 
ょゃうあっくうは ╋╁╃.

╊╄¨′╇╃ ぅ[¨【╄╁╇』: 
ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ

╇けしうそ ]╋┿╂╇′, さぇぉおけさ
ÐÀÇÎÃÍÀË ÂÑÅÕ ÕÓËÈÃÀÍÎÂ

– ╁しこけきくうかしは きくっ ょぇかひおうえ 1965 ゅけょ. [ぇ-
ぉけすぇか は すけゅょぇ くぇ いぇゃけょっ. ╀にか ぇおすうゃうしすけき, 
ゃけいゅかぇゃかはか けょうく うい すけゃぇさうとっしおうた しせょけゃ ゃ 
′けゃけぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ. ′ぇき すけゅょぇ 
ぉにかけ ょっかけ ょけ ゃしっゅけ. 【かう あぇかけぉに くぇ こぬはくうち, 
しおぇくょぇかうしすけゃ ゃ しっきぬはた – ょっか たゃぇすぇかけ. ′け ゃぇ-
さうかうしぬ きに しぇきう ゃ しけぉしすゃっくくけき しけおせ, すぇお おぇお 
こけきけとう けす きうかうちうう こけつすう くうおぇおけえ くっ ぉにかけ, 
せつぇしすおけゃけゅけ きに う くっ いくぇかう. ╇ ゃけす けょくぇあょに 
ょけ ょうさっおすけさぇ ╀╆]╉ ょけてかう あぇかけぉに, つすけ さぇ-
ぉけつうた, うょせとうた ゃ くけつくせの しきっくせ, ゃしすさっつぇのす 
たせかうゅぇくに う けすぉうさぇのす せ くうた こさけょせおすに, ょっくぬ-
ゅう, けょっあょせ. ╇い ╀っさひいけゃしおけゅけ ¨╁╃ こけ ねすけきせ 
しかせつぇの お くぇき くぇこさぇゃうかう くけゃけゅけ せつぇしすおけゃけゅけ 
╊っけくうょぇ ╋うたぇえかけゃうつぇ ぅさけてっゃうつぇ. ╁にしかせ-
てぇか けく くぇし う しおぇいぇか, つすけ しょっかぇっす ゃしひ けす くっゅけ 
いぇゃうしはとっっ, つすけ こけさはょけお ゃ ′╀‶ くぇゃっょひす, くけ 
すけかぬおけ し けょくうき せしかけゃうっき: きに ょけかあくに っきせ 
こけきけゅぇすぬ. ╉ぇお-すけ しさぇいせ きに っきせ こけゃっさうかう. 
╁しった くぇさせてうすっかっえ しすぇかう けぉしせあょぇすぬ すけ ゃ ちっ-
たぇた, すけ こさはきけ ゃ こけょなっいょぇた ょけきけゃ. ′っさぇぉけすぇ-

のとうた せしすさぇうゃぇかう くぇ さぇぉけすせ, こけょさけしすおけゃ ゃけい-
ゃさぇとぇかう ゃ ておけかせ, ゃけさけゃ う たせかうゅぇくけゃ しせょうかう. 
′ぇしっかっくうっ, せゃうょっゃ しすぇさぇくうは せつぇしすおけゃけゅけ, 
すけあっ しすぇかけ っきせ こけきけゅぇすぬ う, ょっえしすゃうすっかぬくけ, 
つっさっい ゅけょ «くぇ こけしひかおっ» しすぇかけ ゅけさぇいょけ ぉけかぬ-
てっ こけさはょおぇ. 

┿かっおしっえ ╂╊〉【╉¨╁, 
いぇき. こさっょしっょぇすっかは しけゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ 
こさう ¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ╂¨

ÂÂÅÐÕ ÏÎ ÊÀÐÜÅÐÍÎÉ 
ËÅÑÒÍÈÖÅ

– ╆ぇきっすうゃ しこけしけぉくけしすう ╊っけくうょぇ ╋うたぇえ-
かけゃうつぇ お さぇしおさにすうの こさっしすせこかっくうえ, っゅけ 
くぇいくぇつうかう くぇつぇかぬくうおけき けすょっかっくうは せゅけかけゃ-
くけゅけ さけいにしおぇ. 〈さう ゅけょぇ くっせしすぇくくけゅけ すさせょぇ 
くっ こさけてかう ょぇさけき: せかせつてうかぇしぬ こさけそうかぇお-
すうつっしおぇは さぇぉけすぇ ゃ ゅけさけょっ, こけょくはかぇしぬ さぇし-
おさにゃぇっきけしすぬ こさっしすせこかっくうえ. ╁ 1971 ゅけょせ 
させおけゃけょしすゃけ しけつかけ くっけぉたけょうきにき くぇいくぇつうすぬ 
╊.╋. ぅさけてっゃうつぇ いぇきっしすうすっかっき くぇつぇかぬくう-
おぇ ╂¨╁╃ こけ ゃけしこうすぇすっかぬくけえ さぇぉけすっ. ] くうき 
ゃ きうかうちうの こさうてかう くぇょひあくにっ さぇぉけすくうおう: 
〈っきかはおけゃ, ╉けあっゃぇすけゃ, ‶ぇおせかうく, ╂せかぬすはっゃ 

う ょさせゅうっ. ‶けゃにしうかしは うた こさけそっししうけくぇかぬ-
くにえ せさけゃっくぬ, こけょくはかしは ぇゃすけさうすっす こさぇゃけ-
けたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ. ╁ 1976 ゅけょせ けく 
ゃけいゅかぇゃうか ゅけさけょしおけえ けすょっか きうかうちうう. ‶けょ 
くっこけしさっょしすゃっくくにき おけくすさけかっき ╊. ぅさけてっゃう-
つぇ こけしすさけうかう いょぇくうっ ╂¨╁╃ (しっえつぇし ¨╁╃). 
╃っこせすぇす ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ, つかっく ゅけさうしこけか-
おけきぇ ╊っけくうょ ╋うたぇえかけゃうつ ゃしっ しうかに けすょぇゃぇか 
こけかのぉうゃてっえしは さぇぉけすっ. ‶け うすけゅぇき さぇぉけすに いぇ 
1982 ゅけょ ゅけさけょしおけえ けすょっか きうかうちうう うきっか こけ 
ぉけかぬてうくしすゃせ こけおぇいぇすっかっえ さっいせかぬすぇすに ゃにてっ 
しさっょくっけぉかぇしすくにた, け つひき けすきっつぇかけしぬ くぇ しけ-
ゃっとぇくうう ゃ けぉかぇしすう. 

]っさゅっえ ┿╁]╇╄╁╇』, 
くぇつぇかぬくうお ¨[╊] ¨╁╃ 

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÎÐßÄÊÀ
– ╁ おけくちっ しゃけっえ おぇさぬっさに ╊っけくうょせ ╋うたぇえ-

かけゃうつせ こさっょかけあうかう いぇくはすぬしは こさけそうかぇおすうつっ-
しおけえ さぇぉけすけえ こけ ぉけさぬぉっ し こさっしすせこくけしすぬの, う 
╊. ぅさけてっゃうつ ゃけいゅかぇゃうか けすょっかっくうっ こけ さぇぉけすっ 
し せつぇしすおけゃにきう うくしこっおすけさぇきう. 〉ゃっかうつうかけしぬ 
おけかうつっしすゃけ けぉとっしすゃっくくにた こせくおすけゃ けたさぇくに 

こけさはょおぇ, しすぇかけ ぉけかぬてっ せつぇしすおけゃにた うくしこっお-
すけさけゃ, ゃ すけき つうしかっ ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きう-
おさけさぇえけくっ. ╁ 1992 ゅけょせ ╊っけくうょ ╋うたぇえかけゃうつ 
せてひか ゃ けすしすぇゃおせ. ‶さっょぇくくにえ きうかうちっえしおけきせ 
ょっかせ, こさけそっししうけくぇか, けすかうつくうお きうかうちうう, けく 
ぉにか くぇゅさぇあょひく ょっゃはすぬの こさぇゃうすっかぬしすゃっく-
くにきう くぇゅさぇょぇきう, きくけゅけつうしかっくくにきう ゅさぇきけ-
すぇきう, ちっくくにきう こけょぇさおぇきう, ぉかぇゅけょぇさくけしすは-
きう. ╇ ゃ ねすけき あっ, 1992 ゅけょせ っゅけ こさうゅかぇしうかう 
さぇぉけすぇすぬ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの ╀っさひいけゃしおけゅけ くぇ 
ょけかあくけしすぬ いぇきっしすうすっかは ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう, おせさうさせのとっゅけ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくせの ょっ-
はすっかぬくけしすぬ. ′け ゃさっきは ゃしっしうかぬくけ, う ╊っけくうょ 
╋うたぇえかけゃうつ せてひか ゃすけさうつくけ ゃ けすしすぇゃおせ こけ 
ゃけいさぇしすせ, くけ こけおぇ こけいゃけかはかけ いょけさけゃぬっ, ぉにか 
ぇおすうゃくにき くぇさけょくにき いぇしっょぇすっかっき ゃ ゅけさけょ-
しおけき しせょっ. ] 2006 ゅけょぇ ╊っけくうょ ╋うたぇえかけゃうつ 
– こさっょしっょぇすっかぬ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ きうかうちうう, 
つかっく ゅけさけょしおけゅけ しけゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ 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.

]╊¨╁¨ ╉¨╊╊╄╂┿╋

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

╊╇]〈┿ぅ ぅ[╉╇╄ ]〈[┿′╇『｠

28 ╋┿[〈┿ うしこけかくうかけしぬ 80 かっす ういゃっしすくけきせ ゃ くぇてっき ゅけ-
さけょっ つっかけゃっおせ ╊.╋. ぅさけてっゃうつせ. ╊っけくうょ ╋うたぇえかけ-

ゃうつ こけつすう すさうょちぇすぬ かっす こさけさぇぉけすぇか ゃ きうかうちうう, こけすけき こはすぬ 
かっす ぉにか こけきけとくうおけき ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ, ぇ 
しっえつぇし ゃけいゅかぇゃかはっす しっおちうの ゃっすっさぇくけゃ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた 
けさゅぇくけゃ.

‶っさっあうゃ さぇいくにっ, こけかはさくにっ 
ねこけたう さけししうえしおけえ けぉとっしすゃっくくけえ 
あういくう, けく いぇおぇかうか しゃけえ たぇさぇお-
すっさ. ╉ぇいぇかけしぬ ぉに, しっえつぇし, おけゅょぇ 
╊っけくうょ ╋うたぇえかけゃうつ ょぇゃくけ くぇ 
こっくしうう, – けすょにたぇえ しっぉっ くぇ いょけ-
さけゃぬっ, くけ くぇて ゅっさけえ くっ すぇおけゃ: 
ぉけょさ う ねくっさゅうつっく, せつぇしすゃせっす ゃ 
けぉとっしすゃっくくけえ あういくう ゅけさけょぇ, 
こけきけゅぇっす ょっすはき う ゃくせおぇき. ╋に 
いぇしすぇかう っゅけ ょけきぇ, ゅょっ くぇおぇくせ-
くっ のぉうかっは てかぇ こけょゅけすけゃおぇ お 
すけさあっしすゃっくくけえ ょぇすっ. ╊うしすぇは いぇ 
つぇておけえ つぇは ぇかぬぉけき し そけすけゅさぇ-
そうはきう, のぉうかはさ さぇししおぇいぇか け しゃけ-
っえ あういくう. 

╇╆ 』╄〈╁┱[〈¨╂¨ – 
╁ ‶ぅ〈｠╈ «‶[｠╅╉¨╋»
╊っけくうょ ╋うたぇえかけゃうつ ぅさけてっゃうつ 

さけょうかしは ゃ 1931 ゅけょせ くぇ ╋けゅせおけさけ-
╂さっつぇくけき たせすけさっ 〈うきけてっゃしおけゅけ 
さぇえけくぇ (くにくっ たせすけさ ╂さっおう), つすけ ゃ 
60 おうかけきっすさぇた けす ┿いけゃしおけゅけ きけさは. 
〈ぇき けく ゃしすさっすうか う こっさっあうか しせさけ-
ゃけっ ゃさっきは ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっく-
くけえ ゃけえくに.

– ′ぇて たせすけさ くっしおけかぬおけ さぇい けす 
くっきちっゃ お させししおうき こっさったけょうか, 
こけおぇ くっ こさうゃっいかう «おぇすのてう» う 
くっ こけおぇいぇかう そぇてうしすぇき, ゅょっ さぇおう 
いうきせのす, – くぇつうくぇっす しゃけえ さぇししおぇい 
ゃっすっさぇく. – ╁ 1943 ゅけょせ, おけゅょぇ ╉せ-
ぉぇくぬ けしゃけぉけょうかう, くぇつぇかう けすおさに-
ゃぇすぬ ておけかに. ¨しっくぬの は ょけかあっく 
ぉにか こけえすう ゃ つっすゃひさすにえ おかぇしし. ′け 
くぇおぇくせくっ こっさゃけゅけ しっくすはぉさは せ くぇし 
ぉっょぇ こさうおかのつうかぇしぬ. ¨すしすせこぇは, 
くっきちに けしすぇゃうかう きくけゅけ いぇきうくうさけ-
ゃぇくくにた «しのさこさういけゃ». ┿ こぇちぇくに 

あっ ゃっいょっしせとうっ! ╋に しけぉさぇかうしぬ ゃ 
おぇおけき-すけ ょゃけさっ: は し ょさせゅけき いぇこせ-
しおぇか しうゅくぇかぬくにっ さぇおっすに, ぇ ょゃけっ 
ょさせゅうた すけゃぇさうとっえ さぇいさはあぇかう 
しくぇさはょに. ¨ょうく ゃいけさゃぇかしは ゃ させ-
おぇた せ こぇさくは, けく ょゃぇ つぇしぇ こけあうか う 
せきっさ. ぅ すけゅょぇ こはすぬ さぇく こけかせつうか, 
くけゅせ しうかぬくけ けすぉうかけ. ′け ゃ ておけかせ 
ゃしひ さぇゃくけ こけてひか.  

╋ぇかっくぬおうえ ╊ひくは すけゅょぇ すぇお 
あぇあょぇか いくぇくうえ, つすけ こさけゅさぇききせ いぇ 
つっすゃひさすにえ おかぇしし けく こさけてひか いぇ くっ-
しおけかぬおけ きっしはちっゃ.

«【╇【╉┿» ′┿ 》〉〈¨[╄
╆ぇおけくつうゃ しっきうかっすおせ, さってうか こけ-

しすせこうすぬ ゃ すったくうおせき ねかっおすさうそうおぇ-
ちうう う きったぇくういぇちうう しっかぬしおけゅけ たけ-
いはえしすゃぇ ゃ しすぇくうちっ ╀さのたけゃっちおけえ, 
くけ, くっょけぉさぇゃ ぉぇかかけゃ, ゃっさくせかしは 
ょけきけえ う こさけょけかあうか けぉせつっくうっ ゃ 
[けゅけゃしおけえ しさっょくっえ ておけかっ, つすけ ゃ 
ょゃぇょちぇすう おうかけきっすさぇた けす さけょくけゅけ 
たせすけさぇ. ╃けさけゅ くっ ぉにかけ – すさう ゅけょぇ 
こっておけき たけょうか, こけ けおけくつぇくうう ょっ-
しはすう おかぇししけゃ こけかせつうか ぇすすっしすぇす け 
しさっょくっき こけかくけき けぉさぇいけゃぇくうう.

– ぅ しすぇか すさっすぬうき けぉさぇいけゃぇくくにき 
つっかけゃっおけき くぇ たせすけさっ. ぁすけ すぇおぇは 
«てうておぇ», つせすぬ きっくぬてっ おけしきけくぇゃ-
すぇ. ╃ぇ, ょぇ! – しきっひすしは ╊っけくうょ ╋う-
たぇえかけゃうつ. – ╃ぇかぬてっ いぇきぇたくせかうしぬ 
し ょさせゅけき くぇ ゅけさくにえ うくしすうすせす ゃ 
ゅけさけょっ ╃いぇせょあうおぇせ (しっえつぇし – ¨さ-
ょあけくうおうょいっ). ╇た しすせょっくすぇき こかぇ-
すうかう こけゃにてっくくせの しすうこっくょうの, う せ 
くうた ぉにかぇ そけさきぇ – きに しけぉかぇいくう-
かうしぬ. ′け こさけせつうかうしぬ すけかぬおけ ゅけょ: 
しすさぇくぇ しすぇかぇ きっくはすぬしは, ょぇ う しすせ-
ょっくすに ゅけさくけゅけ うくしすうすせすぇ くっ こけかぬ-

いけゃぇかうしぬ けすしさけつおけえ けす ぇさきうう. ′ぇし 
こさういゃぇかう, – こさけょけかあぇっす のぉうかはさ.

…╁ ぇさきうの っゅけ すけゅょぇ くっ いぇぉさぇかう 
うい-いぇ さけょうすっかっえ (せ きぇすっさう – ぉけかぬ-
くけっ しっさょちっ, ぇ けすっち – うくゃぇかうょ ゃけえ-
くに). ′ぇこさぇゃうかう けぉさぇすくけ, すさせょうしぬ, 
きけか, ゃ おけかたけいっ, くぇ ぉかぇゅけ さけょうくに. 
┿ けく う くっ しけこさけすうゃかはかしは: ゃ おけかたけい 
– すぇお ゃ おけかたけい, ゃっさくせかしは ゃ さけょくけっ 
ゅくっいょけ う せしすさけうかしは くぇつぇかぬくうおけき 
すさぇくしこけさすくけゅけ ちったぇ.

〉』╇〈╄╊を ′╄╋╄『╉¨╂¨
 – ╇ ゃけす けょくぇあょに こさうっいあぇっす 

しっおさっすぇさぬ さぇえおけきぇ おけきしけきけかぇ: 
«╊ひくぬ, こけったぇかう しけ きくけえ». – «ぅ 
こさう うしこけかくっくうう». – «╁しひ けぉ-
ゅけゃけさっくけ し さぇえおけきけき こぇさすうう». 
– «ぅ おけきしけきけかっち, こさうつひき すせす 
ねすけ?» – «〉いくぇってぬ». ┿ しぇき せし-
きったぇっすしは, – ゃしこけきうくぇっす ╊っけくうょ 
ぅさけてっゃうつ. – ‶さうったぇかう, いぇてかう ゃ 
さぇえおけき こぇさすうう. ┿ すぇき しうょうす しっ-
おさっすぇさぬ – たせょけえ-たせょけえ ょっょ う ゅけ-
ゃけさうす: «[ってっくうっき さぇえおけきぇ こぇさ-
すうう ゃに くぇこさぇゃかはっすっしぬ くぇ さぇぉけすせ 
せつうすっかっき ゃ くぇつぇかぬくせの ておけかせ 
わ16 ゃ しゃけえ たせすけさ». ぅ しうあせ, くう-
つっゅけ くっ こけくうきぇの. ┿ けく こさけょけか-
あぇっす: «╇ いくぇってぬ, つすけ すに ぉせょってぬ 
こさっこけょぇゃぇすぬ? ′っきっちおうえ はいにお». 
– «╃ぇ ゃに つすけ? ′っきちに きっくは つせすぬ 
くっ いぇしすさっかうかう!» – ゃけいきせすうかしは は, 
くけ ょっゃぇすぬしは ぉにかけ くっおせょぇ. ╁にてっか 
し こさうおぇいけき くぇ させおぇた.

╀かぇゅけ, つすけ ゃ しけしっょくっえ ておけかっ 
さぇぉけすぇか せつうすっかぬ くっきっちおけゅけ はいに-
おぇ, けす くっゅけ ╊っけくうょ ╋うたぇえかけゃうつ 
う けぉせつうかしは ゃしっき こさっきせょさけしすはき 
ゃっょっくうは せさけおぇ. ╇ ょけ しうた こけさ ゅけさ-
ょうすしは, つすけ こっさゃぇは いぇこうしぬ ゃ すさせ-
ょけゃけえ おくうあおっ うきっくくけ – «こさうくはす 
せつうすっかっき くっきっちおけゅけ はいにおぇ». 

 – ′ぇゅさせいうかう きっくは こけょ しぇきせの 
いぇゃはいおせ. ′け は し ぉかぇゅけょぇさくけしすぬの 
ゃしこけきうくぇの ねすけ ゃさっきは. 〉つっくう-

おう ぉにかう ゃしっゅけ くぇ くっしおけかぬおけ かっす 
きかぇょてっ きっくは. ′け けくう くうおけゅょぇ 
くっ こけいゃけかはかう しっぉっ くぇいゃぇすぬ きっくは 
╊ひくぬおけえ, すけかぬおけ ╊っけくうょ ╋うたぇえ-
かけゃうつ, たけすは きくっ ぉにかけ 19 かっす, – 
ゅけゃけさうす ゃっすっさぇく. 

〉つうすっかぬしおぇは ょっはすっかぬくけしすぬ くぇ-
しすけかぬおけ いぇうくすっさっしけゃぇかぇ ╊っけくうょぇ, 
つすけ けく こけしすせこうか ゃ ╉さぇしくけょぇさしおうえ 
こっょぇゅけゅうつっしおうえ うくしすうすせす くぇ うくけ-
しすさぇくくけっ けすょっかっくうっ. 〈さう ゅけょぇ 
こさけせつうかしは, くけ すぇお おぇお さぇししすけはくうっ 
ょけ うくしすうすせすぇ こけ すっき ゃさっきっくぇき 
ぉにかけ けつっくぬ くっぉかういおけっ – こさう-
てかけしぬ けしすぇゃうすぬ ゃせい.

‶けいあっ ╊っけくうょぇ ╋うたぇえかけゃうつぇ 
こっさっゃっかう ゃ ╂さうゃっくしおせの しすぇくうちせ 
(30 おうかけきっすさけゃ けす たせすけさぇ, ゅょっ 
さけょうかしは う ゃにさけし ╊.╋. ぅさけてっゃうつ 
– こさうき. ぇゃすけさぇ) せつうすっかっき くっきっち-
おけゅけ はいにおぇ ゃ くっこけかくせの しさっょくのの 
ておけかせ わ20. ‶けさぇぉけすぇか すさう ゅけょぇ, 
あっくうかしは.

′╄¨╅╇╃┿′′┿ぅ ╁]〈[╄』┿ 
╇╆╋╄′╇╊┿ ╅╇╆′を
– ¨ょくぇあょに お くぇき すけゃぇさうと し 

〉さぇかぇ こさうったぇか. ╋に し くうき こけ-
いくぇおけきうかうしぬ ゃ ゅけょに ゃけえくに, っゅけ 
さけょしすゃっくくうおう こけ しけしっょしすゃせ あうかう. 
╁しすさっすうかうしぬ: は – せつうすっかぬ, ぇ けく – 
しすぇさてうくぇ し ちっかにき «うおけくけしすぇしけき» 
くぇ ゅさせょう. ¨く う ゅけゃけさうす: つすけ すに 
いょっしぬ しうょうてぬ? 〉 ゃぇし ょぇあっ ねかっお-
すさうつっしすゃぇ くっす, ぇ ゃ くぇてっき こけしひかおっ 
けくけ おさせゅかにえ ゅけょ, ゃしっ さぇょうけ しかせ-
てぇのす う いぇ すっかっゃういけさぇきう ゅけくはのす-
しは. ‶っさっっいあぇえ お くぇき? ぅ しけゅかぇしうか-
しは, – さぇししおぇいにゃぇっす こけょこけかおけゃくうお 
ゃ けすしすぇゃおっ.

╁ 1959 ゅけょせ ╊っけくうょ ╋うたぇえ-
かけゃうつ しけ ゃしっえ しっきぬひえ こっさっったぇか 
ゃ ╉っょさけゃおせ, こさけょけかあうか こさっこけ-
ょぇゃぇすぬ くっきっちおうえ はいにお う すさせょ ゃ 
23-え ておけかっ. ┿ ゃ こけしひかおっ こぇしすせた 
あうか, おけすけさにえ きっつすぇか ゃ ╂┿╇ さぇ-

ぉけすぇすぬ. ╄きせ しおぇいぇかう: せつうしぬ う 
こさうきっき. 〈ぇお けく ゃ ておけかせ くぇ ゃっ-
つっさくっっ けすょっかっくうっ こけしすせこうか, ╊っ-
けくうょ ╋うたぇえかけゃうつ っきせ し くっきっち-
おうき こけきけゅぇか. ╉けゅょぇ すけす ぇすすっしすぇす 
こけかせつうか, ゅけしぇゃすけうくしこっおすけさけき 
せしすさけうかしは, くけ しゃけっゅけ せつうすっかは 
くっ いぇぉにか: ゃ きうかうちうの しこっちう-
ぇかうしす こけすさっぉけゃぇかしは, けく っゅけ こけ-
さっおけきっくょけゃぇか. ′ぇつぇかぬくうお ╂¨╁╃ 
けすこさぇゃうか ╊っけくうょぇ ╋うたぇえかけゃう-
つぇ ゃ けぉかぇしすくけっ せこさぇゃかっくうっ ゃくせ-
すさっくくうた ょっか くぇ おけきうししうの, けく, 
くっ さぇいょせきにゃぇは, こけったぇか, ゃっょぬ いぇ 
こぇいせたけえ – くっけおけくつっくくけっ ゃにし-
てっっ けぉさぇいけゃぇくうっ, ぇ くぇ しっさょちっ 
ょぇゃくけ ぉにかけ あっかぇくうっ さぇぉけすぇすぬ 
しかっょけゃぇすっかっき. ′け ぉっい のさうょうつっ-
しおけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは っゅけ くっ ゃいはかう, 
ょぇ う くけゅぇ, さぇくっくぇは ゃ ょっすしすゃっ, 
ょぇゃぇかぇ け しっぉっ いくぇすぬ. 〈けかぬおけ つっ-
さっい ゅけょ こけしかっ こけゃすけさくけえ おけきうし-
しうう ╊. ぅさけてっゃうつぇ くぇいくぇつうかう 
くぇつぇかぬくうおけき こぇしこけさすくけゅけ しすけ-
かぇ. ‶けいあっ けしせとっしすゃうかけしぬ う いぇ-
ゃっすくけっ あっかぇくうっ: けおけくつうか のさう-
ょうつっしおうえ うくしすうすせす, こっさっゃっかう 
せつぇしすおけゃにき, こけすけき ゃ せゅけかけゃくにえ 
さけいにしお… う あういくぬ っゅけ ういきっくう-
かぇしぬ. ╁けす すぇおけえ こせすぬ こさけょっかぇか 
╊っけくうょ ╋うたぇえかけゃうつ お しゃけっきせ 
こさういゃぇくうの.

]っえつぇし, おけゅょぇ しすけかぬおけ こさけ-
あうすけ かっす, けく ゃけ しくぇた けとせとぇっす 
ゃさっきは: さぇいくにっ ねこういけょに うい こさけ-
てかけゅけ う くぇしすけはとっゅけ しかうゃぇのすしは う 
ぉにしすさけ こさけおさせつうゃぇのすしは しかけゃくけ 
そうかぬき. ╃せきぇの, ねすけ うくすっさっしくにえ 
そうかぬき け あういくう いぇきっつぇすっかぬくけゅけ 
つっかけゃっおぇ, おけすけさにえ ぉかぇゅけょぇさは 
しゃけっきせ せこけさしすゃせ, すさせょせ, けさゅぇ-
くういけゃぇくくけしすう う しぇきけょうしちうこかう-
くっ こさっけょけかっか ゃしっ こさっこはすしすゃうは 
ゃ くっこさけしすけっ ゃさっきは ょかは くぇてっえ 
しすさぇくに. 
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ÏÈÐÎÃ Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ È ÐÛÁÎÉ
╇くゅさっょうっくすに: 
╃かは すっしすぇ: 
• 2 しすぇおぇくぇ きけかけおぇ
• 4 はえちぇ
• 200 ゅ しかうゃけつくけゅけ きぇしかぇ
• 2 しすけかけゃにっ かけあおう ゅさぇくせ-

かうさけゃぇくくにた ょさけああっえ 
• 1 おゅ きせおう 
• ½ しすぇおぇくぇ しぇたぇさぇ
╃かは くぇつうくおう: 
• 1 はえちけ
• 500 ゅ ぉっかけおけつぇくくけえ おぇこせしすに
• 2 きけさおけゃう

• 2 ぉぇくおう さにぉに, おけくしっさゃうさけゃぇくくけえ 
ゃ きぇしかっ 

• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ 
• しけかぬ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╋けかけおけ くっきくけゅけ こけょけゅさっすぬ, ょけぉぇゃうすぬ ょさけああう う こっさっきってぇすぬ, つすけぉに けくう さぇしすゃけさうかうしぬ. ‶け-

しかっ ねすけゅけ ょけぉぇゃうすぬ すさう しすぇおぇくぇ きせおう, こっさっきってぇすぬ. ‶けかせつうすしは あうょおぇは きぇししぇ. 〉ぉさぇすぬ っひ ゃ 
すひこかけっ きっしすけ う けしすぇゃうすぬ ょけ すった こけさ, こけおぇ きぇししぇ くっ せゃっかうつうすしは ゃ ょゃぇ さぇいぇ. 〉 ょゃせた はうち けすょっかうすぬ 
あっかすおう けす ぉっかおけゃ. ╃ゃぇ はえちぇ う ょゃぇ はうつくにた あっかすおぇ しきってぇすぬ し しぇたぇさけき. ╁ こけょけてっょてせの きぇししせ 
ょけぉぇゃうすぬ さぇしすけこかっくくけっ しかうゃけつくけっ きぇしかけ, こっさっきってぇすぬ, いぇすっき – はえちぇ, こっさっきってぇすぬ. ╃けぉぇゃうすぬ 
こけしすっこっくくけ きせおせ う ゃにきっしうすぬ すっしすけ. ¨くけ ょけかあくけ ぉにすぬ きはゅおうき う くっ こさうかうこぇすぬ お させおぇき. 

╃かは くぇつうくおう すけくおけ くぇてうくおけゃぇすぬ おぇこせしすせ, くぇすっさっすぬ きけさおけゃぬ. ¨ぉあぇさうすぬ けゃけとう くぇ きぇしかっ, 
いぇすっき こけすせてうすぬ. 

〈っしすけ さぇいょっかうすぬ くぇ ょゃっ つぇしすう. ¨ょくせ さぇしおぇすぇすぬ う ゃにさっいぇすぬ うい くっひ そけさきせ さにぉおう. 〉かけあうすぬ 
くぇ こさけすうゃっくぬ, しきぇいぇくくにえ きぇしかけき, しゃっさたせ – くぇつうくおせ. ╇い ゃすけさけえ つぇしすう しかっこうすぬ ゃっさたくのの 
つぇしすぬ さにぉおう. 』ってせは ょっかぇっすしは すぇお: うい すっしすぇ ゃにさっいぇっすしは きくけゅけ けょうくぇおけゃにた おさせあけつおけゃ, うた 
くせあくけ せかけあうすぬ  くっきくけゅけ ゃくぇたかひしす ょさせゅ くぇ ょさせゅぇ. 

╁っさた こうさけゅぇ しきぇいぇすぬ ゃいぉうすにき はえちけき. ‶うさけゅ ゃにこっおぇすぬ こさう 180 ゅさぇょせしぇた ょけ させきはくけゅけ 
ちゃっすぇ.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ ÃÍEÇÄÀ
╇くゅさっょうっくすに: 

• 5 おぇさすけそっかうく
• 10 こっさっこっかうくにた はうち
• 50-70 ゅ すゃひさょけゅけ しにさぇ
• いっかっくぬ 
• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ 
• つひさくにえ きけかけすにえ こっさっち 
• しけかぬ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
¨すゃぇさうすぬ おぇさすけそっかぬ ゃ きせくょうさっ, けつう-

しすうすぬ けす おけあせさに. ╉ぇあょせの おぇさすけそっかうくせ さぇいさっいぇすぬ こけこっさひお くぇ ょゃっ こけかけゃうくおう. ′ぇ おぇあょけえ 
こけかけゃうくおっ しょっかぇすぬ くっぉけかぬてけえ しさっい, つすけぉに けくぇ たけさけてけ しすけはかぇ. ╆ぇすっき ゃ おぇあょけえ こけかけゃうくおっ し 
こけきけとぬの きぇかっくぬおけえ かけあおう う くっぉけかぬてけゅけ くけあぇ しょっかぇすぬ かせくおせ (くっ こさけさっいぇは ょくけ). ╁ おぇあょせの 
かせくおせ さぇいぉうすぬ こけ はえちせ, こけしけかうすぬ, こけこっさつうすぬ う こけしすぇゃうすぬ くぇ しきぇいぇくくにえ きぇしかけき こさけすうゃっくぬ. 

′ぇすっさっすぬ きっかおけ しにさ う こけしにこぇすぬ おぇあょせの おぇさすけそっかうくせ. ╆ぇこっおぇすぬ こさう 180 ゅさぇょせしぇた こさう-
きっさくけ 20 きうくせす. ╂けすけゃにっ ゅくひいょぇ けぉしにこぇすぬ ういきっかぬつひくくけえ いっかっくぬの. 

ÎÒÁÈÂÍÛÅ ÈÇ ÃÎÂßÄÈÍÛ 
Â ÒÎÌÀÒÍÎÌ ÑÎÓÑÅ

╇くゅさっょうっくすに: 
• 500 ゅ ゅけゃはょうくに 

(きけあくけ ぉさぇすぬ そうかっ, 
きけあくけ くぇ おけしすけつおっ)

• 300 ゅ さっこつぇすけゅけ かせおぇ
• 100 ゅ けかうゃおけゃけゅけ 

うかう さぇしすうすっかぬくけゅけ 
きぇしかぇ

• 1 おゅ こけきうょけさけゃ
• いっかっくぬ おうくいに う こっ-

すさせておう
• つっしくけお, しけかぬ, こっさっち 

こけ ゃおせしせ

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
╂けゃはょうくせ こさけきにすぬ, さぇいょっかうすぬ くぇ こけさちうけくくにっ おせしおう,  たけさけてけ けすぉうすぬ. ‶けょゅけすけゃかっく-

くにっ おせしおう きはしぇ こけしけかうすぬ, こけこっさつうすぬ こけ ゃおせしせ う けぉあぇさうすぬ し ょゃせた しすけさけく. ¨ぉあぇさっくくせの 
ゅけゃはょうくせ こっさっかけあうすぬ ゃ しけすっえくうお うかう おぇしすさのかの. [っこつぇすにえ かせお くぇさっいぇすぬ おけかぬちぇきう, 
けぉあぇさうすぬ う ゃにかけあうすぬ くぇ きはしけ. ‶けきうょけさに こけきにすぬ, さぇいさっいぇすぬ おぇあょせの くぇ つっすにさっ つぇしすう 
う けすゃぇさうすぬ ゃ すっつっくうっ 10-15 きうくせす. ╆ぇすっき こけきうょけさに ういきっかぬつうすぬ (ゃ ぉかっくょっさっ うかう こっさっ-
すっさっすぬ つっさっい しうすけ) う こけすせてうすぬ っとひ ゃ すっつっくうっ こはすう きうくせす. ‶けおぇ ゅけすけゃうすしは すけきぇすくにえ 
しけせし, きっかおけ こけさっいぇすぬ いっかっくぬ おうくいに, ういきっかぬつうすぬ つっしくけお. ╆っかっくぬ しけっょうくうすぬ し つっしくけおけき, 
ょけぉぇゃうすぬ しけかぬ,  こっさっち う ゃにかけあうすぬ ゃ すけきぇすくにえ しけせし. ]きっしぬ こっさっきってぇすぬ う こさけおうこはすうすぬ 
ょゃっ-すさう きうくせすに. ‶けかせつっくくけえ ぇさけきぇすくけえ しきっしぬの いぇかうすぬ けすぉうゃくにっ うい ゅけゃはょうくに う すせてうすぬ 
ょけ きはゅおけしすう きはしぇ. 

╂けすけゃにっ ぇさけきぇすくにっ けすぉうゃくにっ うい ゅけゃはょうくに こけしにこぇすぬ きっかおけ くぇさっいぇくくけえ こっすさせておけえ.

ÑÀËÀÒ «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ»
╇くゅさっょうっくすに: 

• 200 ゅ くっしかぇょおけゅけ えけゅせさすぇ
• 250 ゅ しゃっあうた けゅせさちけゃ
• 200 ゅ すゃけさけゅぇ (2% うかう 5%-くけゅけ)
• 30 ゅ せおさけこぇ (しゃっあっゅけ うかう いぇきけさけあっく-

くけゅけ)
• 2-3 いせぉつうおぇ つっしくけおぇ
• 20 ゅ ういきっかぬつひくくにた ゅさっちおうた けさったけゃ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╁にかっえすっ えけゅせさす ゃ ゅかせぉけおせの きうしおせ. ╃けぉぇゃぬ-

すっ お えけゅせさすせ すゃけさけゅ う さぇいきってぇえすっ うくゅさっょう-
っくすに ょけ こけかせつっくうは けょくけさけょくけえ きぇししに ぉっい 
おけきけつおけゃ. ¨ゅせさちに けつうしすうすっ けす おけあうちに う くぇ-

さっあぬすっ きっかおうきう おせぉうおぇきう. ╃けぉぇゃぬすっ うた ゃ しきっしぬ すゃけさけゅぇ し えけゅせさすけき. ╆ぇこさぇゃぬすっ しぇかぇす  うい-
きっかぬつひくくにき つっしくけおけき う ゅさっちおうき けさったけき. ╁しひ たけさけてけ こっさっきってぇえすっ う こけしにこぬすっ  しぇかぇす し 
すゃけさけゅけき くぇさっいぇくくにき せおさけこけき.
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Метизная компания (г. Березовский)
в честь открытия Нового склада готовой продукции

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

В концерте также принимает участие 

рок-группа из г. Берёзовский – «Репортаж»
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Национальной 
логистической 

компании срочно 

ТРЕБУЮТСЯ:
ИНСПЕКТОР РЕЖИМА

(з/п от 12 т.р.)

ОПЕРАТОР ПК
(з/п 13 т.р.)
Официальное 

трудоустройство, соцпакет
г. Березовский, 

ул. Уральская, 128 (ост. БСУ)

8 (343) 345-08-28,
с 9.00 до 17.00
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ООО «Техностройсервис»

Ñðóáû äîìîâ, áàíü, 
äà÷íûõ äîìèêîâ
ëþáûõ ðàçìåðîâ.

Комплектация и монтаж 
под ключ.

8-912-69-07-181
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Предприятию требуется:

БУЛЬДОЗЕРИСТ
с о/р в карьере

8-919-39-15-092
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ЗАО «УК ГорСвет»
Требуется на постоянную 

работу:

уборщица
на полный рабочий день

График работы: 12 часов, 2/2 дня

Тел. 4-51-28
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ЗАО «УК ГорСвет»
Требуется на постоянную 

работу:

 машинист 
автогидроподъемника

З/п от 20000 рублей

Тел. 4-51-28
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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ñÑñëíîóú 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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18, 19, 20 ─┏┐┅┋┟
ガ│┎┐┅┖ ゼ┎┋┎┄┅┆┈
( ┓┋. ド┅─┒┐─┋├┍─┟, 7)

ÌÅÄ «Ñàíäàëîâ», ã. Êèðîâ

ゾ─ ┍─┘┅┉ ┟┐┌─┐┊┅ │┑┅┃┄─ ━┎┋┅┅ 15 ┑┎┐┒┎│ 
┏┅┐│┎┊┋─┑┑┍┎┃┎ ┌┅┄─!!!
ケ┛┑┎┊┎┅ ┊─┗┅┑┒│┎ ┏┐┈ ┄┎┑┒┓┏┍┛┕ ┖┅┍─┕! 
ケ┛━┈┐─┉┒┅ ┋┓┗┘┅┅!
ヅ┅┃┓┋┟┐┍┎┅ ┓┏┎┒┐┅━┋┅┍┈┅ ゼギガヮ «デ─┍┄─┋┎│» 
┏┎│┛┘─┅┒ ┎━┙┈┉ ┆┈┇┍┅┍┍┛┉ ┒┎┍┓┑, 
┓│┅┋┈┗┈│─┅┒ └┈┇┈┗┅┑┊┈┅ ┑┈┋┛ ┈ ┒│┎┐┗┅┑┊┈┅ 
│┎┇┌┎┆┍┎┑┒┈ ┗┅┋┎│┅┊─.

Æäåì âàñ ñ 9 äî 19 ÷àñîâ.
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┿

[╄╉╊┿╋┿ ╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, 
╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651
 8-904-38-38-387

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

19 :IJ?EY 2011 =H>:
< ДК «СH<J?F?GGBD»
仝＄＊☆○◇●●＆°↑ ↑○＠°○＆°

《”○％＆☆◎°¢ ￥＊↑ ″●＄＃ ●＄＠〒％》
＠◇¢●＆°↑┸ ¢＄§●＆°↑ ％ ￥＄◎●＆°↑ ☆￥＄¢￥°

K 9-HH >H 18-00 Q:KH<

[╄
╉╊

┿╋
┿

”》‖〉┸ ‥’〆〃…‐〃┸ 々（〃‖〉 ｠
″●⊂ ★☆ ぱど ○◇′┻

～‥｜‘‖ー～”〈 〆‥”‥々〈〔 ］”‥’┸ 
‘‥～’〈々〃‖〃 ☆◎ ぱどど ○◇′┻

～‥｜‘‖ー～”〈 〆‥”‥々〈〔 ］”‥’┸ ～‥｜‘‖ー～”〈 〆‥”‥々〈〔 ］”‥’┸ 

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ! 

Òîëüêî îäèí äåíü! 

16 àïðåëÿ ñ 9.00 äî 17.00 
Äâîðåö Ìîëîäåæè

[╄╉╊┿╋┿

【╊》]¨をぉ 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4ê3 – Üö 6500 ëÜß.
6ê3 – Üö 7500 ëÜß.

8-912-22-70-670, 8-902-44-00-713

[╄
╉╊

┿╋
┿

îñÖí
¡íë¡íï

í

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゐÜëö 5 ö

8-912-62-74-617

[╄╉╊
┿╋

┿

ぢだずごでどぎづだずゐぎどだぞぞぼざ
╆]《[

せか. ╉けききせくに, 84┿
8-950-63-18-119 [╄

╉╊
┿╋

┿

′ぇゃけい, 
すけさそ, 

ゃ きっておぇた [╄
╉╊

┿╋
┿

www.terra_ekb.ru

‶╄[╄〈ぅ╅╉┿ ╇ 
[╄╋¨′〈 ╋ぅ╂╉¨╈ 

╋╄╀╄╊╇
‶っくしうけくっさぇき しおうょおう!

8-906-80-17-443
4-50-38 (ゃっつっさけき)

ヱヶ ０ＵＷＡＮｒ
ｅＡＷＰＡＷＸＬＳＡ ｆＳＥｒＧＸＺ３Ｓ

た＜０８ＡＤ８０だ
ëñí¿ó£Üñö 

ïñ½ñÖÖÜú ¡íëöÜâñ¿á 
~¿óöÖ▲ê ïÜëöÜç

Ｑ０ °ＳＷ４Ｓ３ＳＧ ＵＮＳｋ０８Ｆ

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぐし °★○＄＊↑ 
● 10.00 ￥☆ 18.00 

″ 〇～ 《“☆″○＄＠＄§§％＆》┸ …仝‘
ぐじ °★○＄＊↑

● 9.00 ￥☆ 18.00
″☆ 〇″☆○■＄ ＠☆＊☆￥＄¢％ [╄

╉╊
┿╋

┿

[╄╉╊┿╋┿

ïðåäúÿâèòåëþ – ñêèäêà 5%

 ●＄＠＄§°
 ◇￥☆′○＄§％↑
 ●○＄￥●◎″° £°▽％◎※ 
○°●◎＄§％＃
 ％§″＄§◎°○〒 
☆℃☆○☆￥§％＆°

ｂＮく ¢ＦＳＮＬＳ３ＸＬＳ４Ｓが ヱヴが
°¢ た∞０ＮＮ０８０だ

8-953-38-69-736

ЛX;BFUC
 ●°￥

[╄╉╊┿╋┿

16 àïðåëÿ ñ 1000 äî 1500 ÷àñîâ 
§° ”☆○℃☆″☆＃ ★＊☆▽°￥％ ●☆●◎☆％◎●↑ 

○°●★○☆￥°¢° ●＆＊°￥●＆％□ ☆●◎°◎＆☆″
≦８ＡｒＮＳ Ｕっｊ ３ＥＷＳＸＮＳＡが ８ＡＺＸＬＳＡ
＜０ＺＡＮｎＱＳＡ １ＡＮｎＡ ｆっ１
∞Ｓ８ｂｊＬ０ Ｕｂｆ ンヰХが ＵＡＷＳ ΑヰХ ふ４ｂＸｎぶ
∞ＷＳＸＺｍＱｎ ふ１ｒＥｎが ＸＦＺＡｇぶ ヱくヲが ヱくヵが ヲくヰ
∞ＷＳＸＺｍＱｎ ふＵＳＮＦＬ０ＺＳＱぶ ヲくヲヰゅヲくヴヰ
＜０３ＳＮＳｉＬ０ ふ１ｒＥｎが ＵＳＮＦＬ０ＺＳＱぶ
∞Ｓ８Ｓ８ＡｒＮｎＱＦＬ ふ１ｒＥｎぶ ヱくヵが ヲくヰ
＄０Ｎ０Ｚ ふＮＡＱが Ｘ０ＺＦＱが ＸＦＺＡｇが ｅＮ０ＱＡＮｎぶ
＜０ＵＡＷＱＦＬ ヶヰゅヶヰが ΑヰゅΑヰ
°０ＷＡＮＬ０ ふｏＰ０Ｎｎぶ
±ＷｂＤＬ０ ふｏＰ０Ｎｎぶが ン ｊＺく
±ＳＰＵＮＡＬＺ ＵＳＸＺＡＮｎＱＳ４Ｓ １ＡＮｎｒ
♂０ＵＳ４Ｆ ＰｂＤＸＬＦＡ ふ≦ＰＸＬが ＷＡＥＦＱ０ぶ
＄０Ｎ０Ｚｍが ＬＳＸＺｑＰｍ Ｗ０１ＳｉＦＡ
％０ＧＱＦＬ ふｏＰ０Ｎｎぶ
°０Ｅ ＳｇＦＱＬＳ３０ＱＱｍＧ
°０ＵＳｉＬＦ ８ＳＰ０ｊＱＦＡ

15 あたちかしみ 2011 えそおあ

±ＳＰＵＮＡＬＺ ＵＳＸＺＡＮｎＱＳ４Ｓ １ＡＮｎｒ
ふ≦ＰＸＬが ＷＡＥＦＱ０ぶ

ンヰヰどヶヰヰ Ｗｂ１く
ヲヵヰ Ｗｂ１く

ンヵヰどヴヵヰ Ｗｂ１く
ΒヰどヱΑヰ Ｗｂ１く

ヲヵヰ Ｗｂ１く
ヵヰどΑヰ Ｗｂ１く

ンヰヰどンンヰ Ｗｂ１く
ヱヵヰどヲヵヰ Ｗｂ１く

ヶヰどΒヰ Ｗｂ１く
ΑヰどΓヰ Ｗｂ１く

ヵヰ Ｗｂ１く
ヵヵヰどヶヰヰ Ｗｂ１く

ヲヰヰ Ｗｂ１く
ヲヰヰどヲヵヰ Ｗｂ１く
ヱヵヰどヲヰヰ Ｗｂ１く
ヱヵヰどヱΒヰ Ｗｂ１く

Αヰ Ｗｂ１く

Êà÷åñòâî ÑÑÑÐ
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だだだ «ゐñë、£Üçï¡Ü½Ü 
ëÜÑÜÜäëíç¿ñÖó0»

ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:
• で¿ñïíëá とóぢん
• ごÖ¢ñÖñë とóぢん

(4-6 ëí£ë　Ñí)
4-39-27 [╄╉╊┿╋┿



ÎÊÍÀ
 • ずだがぐごご
• ゐんずとだぞぼ

• でぎざぱ-がゑぎづご

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

1300

1
4
0
0

ðàññðî÷êà 

áåç %

ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»

14 àïðåëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-3510

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

8-952-72-83-868

8-912-04-58-928

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

╃けしすぇゃおぇ ぉっしこかぇすくけ
8-912-20-48-356 

4-47-29 [╄╉╊┿╋┿

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404

8-904-38-95-420

8-952-72-83-868

8-912-04-58-928
づぎとずんぜん

Òåïëè@û
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 ì

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014

[╄
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╊╄』╄′╇╄:
• ごïäÜÇí  • づÜ¢ó

• でÇ¿í£í  • ゎë▲¢ó
• でÜöë　ïñÖó　 

ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ½Ü£Çí ó Ñë.

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

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

8-950-20-98-866

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

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• けぉさっいくぇは ょけしおぇ -

けす 3000 させぉ.
• くっけぉさっいくぇは ょけしおぇ - 

けす 1500 させぉ. 
• ぉさせし • ぉさせしけお

• ゅけさぉにかぬ • しさっいおぇ
• ゃぇゅけくおぇ 

• こけかけゃぇは ょけしおぇ
8-919-37-41-219
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╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706
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╃けかあくうお – けすおさにすけっ ぇおちうけくっさくけっ けぉとっしすゃけ ╀っさっいけゃしおうえ 
けこにすくにえ いぇゃけょ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» (¨╂[′ 1026600667565, ╇′′ 
6604001569, ぇょさっし: 623700, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇ-
こぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16).

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ – けぉとっしすゃけ し けゅさぇくうつっくくけえ けすゃっすしすゃっくくけ-
しすぬの «‶さうおぇきしおぇは ぇくすうおさういうしくぇは せこさぇゃかはのとぇは おけきこぇくうは» (¨╂[′ 
1055901163504, ╇′′ 5903007817, こけつすけゃにえ ぇょさっし: 614095, ゅ. ‶っさきぬ, 
せか. ╋うさぇ, 45ぇ, けそ. 305; すっか.: (342) 282-19-20; mけzolin@mail.ru).

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ういゃっとぇっす け こさけゃっょっくうう 06.06.11 ゅけょぇ ゃ 9 つぇし. 
00 きうく. (ゃさっきは きけしおけゃしおけっ) けすおさにすにた すけさゅけゃ ゃ そけさきっ ぇせおちうけくぇ し 
けすおさにすけえ そけさきけえ こさっょしすぇゃかっくうは こさっょかけあっくうえ け ちっくっ ゃ ねかっおすさけくくけえ 
そけさきっ (ょぇかっっ – すけさゅう).

‶さっょきっす すけさゅけゃ: うきせとっしすゃけ ょけかあくうおぇ, はゃかはのとっっしは こさっょきっすけき いぇ-
かけゅぇ う  ゃにしすぇゃかはっきけっ くぇ すけさゅう ゃ しけしすぇゃっ しかっょせのとうた かけすけゃ (ょぇかっっ すぇお-
あっ – ╇きせとっしすゃけ):

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

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

╆ぇょぇすけお ょけかあっく ぉにすぬ こっさっつうしかっく くぇ けしくけゃぇくうう ょけゅけゃけさぇ け いぇょぇすおっ う 
こけしすせこうすぬ くぇ さ/し ょけかあくうおぇ わ 40702810100060001800 ゃ ╀ぇくお «′╄╈╁┿» 
¨¨¨, お/し わ 30101810800000000774, ╀╇╉ 046515774 くっ こけいょくっっ きけきっく-
すぇ けおけくつぇくうは しさけおぇ こさうっきぇ いぇはゃけお.

‶さうっき いぇはゃけお けしせとっしすゃかはっすしは し 00 つぇし. 00 きうく. (ゃさっきは きけしおけゃ-
しおけっ) 21.04.11 ゅ. こけ 24. つぇし 00 きうく. (ゃさっきは きけしおけゃしおけっ) 27.05.11 
ゅ. くぇ ねかっおすさけくくけえ すけさゅけゃけえ こかけとぇょおっ ¨┿¨ «『っくすさ さぇいゃうすうは ねおけくけきう-
おう» (ょぇかっっ – けこっさぇすけさ ねかっおすさけくくけえ こかけとぇょおう), さぇいきっとっくくけえ ゃ しっすう 
«╇くすっさくっす» こけ ぇょさっしせ: http://www.b2b-center.ru (ょぇかっっ – ねかっおすさけくくぇは 
こかけとぇょおぇ) ゃ しけけすゃっすしすゃうう し [っゅかぇきっくすけき こさけゃっょっくうは けすおさにすにた すけさゅけゃ 
ゃ ねかっおすさけくくけえ そけさきっ こさう こさけょぇあっ うきせとっしすゃぇ (こさっょこさうはすうは) ょけかあくう-
おけゃ ゃ たけょっ こさけちっょせさ, こさうきっくはっきにた ゃ ょっかっ け ぉぇくおさけすしすゃっ (ょぇかっっ – [っ-
ゅかぇきっくす).

╃かは せつぇしすうは ゃ すけさゅぇた くっけぉたけょうきけ こさけえすう こさけちっょせさせ さっゅうしすさぇちうう くぇ 
ねかっおすさけくくけえ こかけとぇょおっ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し さぇいょっかけき II ‶さうかけあっくうは わ 1 
お ‶さうおぇいせ ╋うくねおけくけきさぇいゃうすうは [けししうう けす 15.02.2010 ゅけょぇ わ 54 う [っゅかぇ-
きっくすけき, ぇ すぇおあっ こさっょしすぇゃうすぬ いぇはゃおせ けこっさぇすけさせ ねかっおすさけくくけえ こかけとぇょおう 
ゃ ねかっおすさけくくけえ そけさきっ し こさうかけあっくうっき ょけおせきっくすけゃ こけ こっさっつくの ゃ しけけす-
ゃっすしすゃうう し こ. 11 しす. 110 《╆ «¨ くっしけしすけはすっかぬくけしすう (ぉぇくおさけすしすゃっ)» わ 
127-《╆ けす 26.10.02 ゅ. う こ. 4.3 さぇいょっかぇ IV ‶さうかけあっくうは わ 1 お ‶さうおぇいせ 
╋うくねおけくけきさぇいゃうすうは [けししうう けす 15.02.2010 ゅけょぇ わ 54. 

[っゅうしすさぇちうは こけしすせこうゃてうた いぇはゃけお けしせとっしすゃかはっすしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう し 
‶さうおぇいけき ╋うくねおけくけきさぇいゃうすうは [けししうう けす 15.02.2010 ゅけょぇ わ 54 う [っ-
ゅかぇきっくすけき.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ゃ すっつっくうっ 5 ょくっえ し きけきっくすぇ けおけくつぇくうは しさけおぇ 
こさっょしすぇゃかっくうは いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こさけゃっさはっす しけけすゃっすしすゃうっ いぇ-
はゃおう う こさうかけあっくくにた お くっえ ょけおせきっくすけゃ せしすぇくけゃかっくくにき すさっぉけゃぇくうはき, ぇ 
すぇおあっ せこかぇすせ いぇょぇすおぇ, こけ さっいせかぬすぇすぇき つっゅけ こさうくうきぇっす さってっくうっ け ょけ-
こせしおっ いぇはゃうすっかは お せつぇしすうの ゃ すけさゅぇた, おけすけさけっ けそけさきかはっすしは こさけすけおけかけき 
けぉ けこさっょっかっくうう せつぇしすくうおけゃ すけさゅけゃ.

‶けぉっょうすっかぬ すけさゅけゃ ゃにはゃかはっすしは ゃ こけさはょおっ, せしすぇくけゃかっくくけき ゃ [っゅかぇ-
きっくすっ. ‶けぉっょうすっかっき すけさゅけゃ こけ おぇあょけきせ うい かけすけゃ こさういくぇっすしは せつぇしすくうお, 
こさっょかけあうゃてうえ きぇおしうきぇかぬくせの ちっくせ かけすぇ. 

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

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

¨いくぇおけきうすぬしは し ╇きせとっしすゃけき きけあくけ こけ きっしすけくぇたけあょっくうの 
ょけかあくうおぇ こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇこうしう う こけ すっか.: 8-92214-
88573, (34369) 4-61-40. 

わ ëîòà Íàèìåíîâàíèå

Ðûíî÷íàÿ 

ñòîèìîñòü ñ 

ÍÄÑ, ðóá.

1

ÇÄÀÍÈÅ ÊÎÒÅËÜÍÎÉ (Ëèòåð 3, 3à; îáùàÿ ïëîùàäü 219 ì2; êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð 
66:32/01:01:156:16:00, ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó äîëæíèêà);
ÊÎÒÅË ÍÐ-18; ÊÎÒÅË ÊÂÆ-2,0 ÂÎÄÎÃÐÅÉÍÛÉ ÆÀÐÎÒÐÓÁÍÛÉ;
ÊÎÒÅË ÍÐ-18; Êîòåë îòîïèòåëüíûé ÇÈÎÑÀÁ-2500; Êîòåë îòîïèòåëüíûé ÇÈÎÑÀÁ-1000; ÁÀÊ 
ÑËÈÂÍÎÉ 40 ì3; ÂÎÄÎÏÎÄÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ; Íàñîñíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ êîòåëüíîé

10 483 288

2
ÊÐÛÒÀß ÑÒÎßÍÊÀ À/ÌÀØÈÍ (Çäàíèå ãàðàæà â ò.÷. àíòðåñîëüíûé ýòàæ; Ëèòåð 2; îáùàÿ 
ïëîùàäü 1112,4 ì2, êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð 66:32/01:01:156:16:03, ðàñïîëîæåíî 
ïî àäðåñó äîëæíèêà)

19 924 064

3 Ñòàíîê äëÿ ãèáêè òðóá ÒÃÓ 452 176
4 ÑÒÀÍÎÊ ËÎÁÎÒÎÊÀÐÍÛÉ Ñ ×ÏÓ 33 872
5 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 16Ê-20 Ì 265 618
6 ÌÀØÈÍÀ ËÈÑÒÎÃÈÁÎ×ÍÀß ÖÁ-2426 495 718
7 ÍÎÆÍÈÖÛ ÃÈËÜÎÒÈÍÍÛÅ 3100/25 390 462
8 ÀÂÒÎÌÀÒ ÎÒÐÅÇÍÎÉ 8Ã 663-100 311 048
9 ÏÐÅÑÑ ÍÂ-2132 411 348

10 ÏÐÅÑÑ ÃÈÄÐÀÂËÈ×ÅÑÊÈÉ 131 688
11 ÏÐÅÑÑ È-1330 209 214
12 ÏÐÅÑÑ ÊÄ-2124 249 806
13 ÏÐÅÑÑ ÊÄ-2124 249 806
14 ÏÐÅÑÑ ÊÄ-2124 249 806
15 ÏÐÅÑÑ-ÍÎÆÍÈÖÛ 246 266
16 ÏÐÅÑÑ Ì 6332-Á 461 970
17 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÛÉ 163 700 920
18 ÑÒÀÍÎÊ ÓÍÈÂÅÐÑ.ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 820 690
19 ÍÎÆÍÈÖÛ ÊÐÈÂÎØÈÏÍÛÅ ÍÄ-3314Ã 195 880
20 ÑÒÀÍÎÊ ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÎ-ÔÐÅÇÅÐÍÛÉ 6Ò12 124 726
21 Âûïðÿìèòåëü ñâàðî÷íûé ÂÄÓ-1250 197 296
22 Àâòîìàò ñàìîõîäíûé ä/ñâàðêè ïîä ñëîåì ôëþñà, áåç èñòî÷íèêà (ÀÁÑ-2) 254 998
23 Âûïðÿìèòåëü ñâàðî÷íûé ÂÄÓ-1250 (2) 191 514
24 Àïïàðàò ñâàðî÷íûé Ìàãìà 315ÓÌ    95 344
25 Âðàùàòåëü ñâàðî÷íûé ðîëèêîâûé Ì61081 571 710
26 Êðàí ìîñòîâîé 465 746
27 Êðàí ìîñòîâîé 12,5 ò 454 654
28 Êðàí ìîñòîâîé 12,5 ò 482 620
29 ÀÂÒÎÌÀÒ ïëàçìåííîé ðåçêè 56 758
30 ÑÒÀÍÎÊ ÏÎÏÅÐÅ×ÍÎ-ÑÒÐÎÃÀËÜÍÛÉ Ð3-650 48 144
31 ÏÐÅÑÑ ÄÊ-2138 237 652
32 Ï/ÀÂÒÎÌÀÒ Ä/ÐÅÇÊÈ ÑÒÀËÈ ÝËÒÅÕ 122 602
33 ÑÒÀÍÎÊ 4ë-721 211 220
34 Ñòàíîê íàìîòî÷íûé ÌÀÎÎ-427 196 116
35 ÏÐÅÑÑ-ÔÎÐÌÀ Ä/ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈß ÐÀÄÈÀÒÎÐÎÂ 142 780
36 Ñòåíä ñâàðî÷íûé ñ ïåðåäâèæíûì áàëêîíîì 1 136 340
37 Ãîðèçîíòàëüíî-ðàñòî÷íîé ñòàíîê ìîäåëè ÈÑÀ637ÏÔ4 çàâ. ¹ 977 8 047 010
38 ÑÒÀÐÎÊ ËÀÁÎÒÎÊÀÐÍÛÉ 1À 693 148 090
39 ÏÐÅÑÑ ÊÐÎÌÊÎÃÈÁÎ×ÍÛÉ ÏÑÕ 220/500 268 804
40 Òîêàðíî-êàðóñåëüíûé ñòàíîê Rafamet KFC-320A 2 780 788
41 Íîæíèöû ÍÊ-3414 êðèâîøèïíûå ëèñòîâûå 580 560

[╄╉╊┿╋┿

╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け こさけゃっょっくうう すけさゅけゃ くぇ こさぇゃけ ぇさっくょに けぉな-
っおすけゃ きせくうちうこぇかぬくけゅけ くっあうかけゅけ そけくょぇ.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃ-
しおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 623701, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, すっかっそけく 
(34369) 4-32-21, けそうちうぇかぬくにえ しぇえす ゃ しっすう ╇くすっさくっす www.berezovskii.ru. 

《けさきぇ すけさゅけゃ: ぇせおちうけく, けすおさにすにえ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う こけ そけさきっ 
こけょぇつう こさっょかけあっくうえ け ちっくっ.

╃ぇすぇ, ゃさっきは う きっしすけ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ: 2 うのくは 2011 ゅけょぇ, 15 つぇしけゃ 
きっしすくけゅけ ゃさっきっくう, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, ぇおすけゃにえ いぇか. 

╊けす わ1: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こけきっとっくうは わ1 こかけとぇょぬの 30,4 き2, さぇしこけ-
かけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 7. ′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ 
きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 2688 させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに 
3 ゅけょぇ. ]せききぇ いぇょぇすおぇ 538 させぉ.

╊けす わ2: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかにた こけきっとっくうえ わ1-6 けぉとっえ こかけとぇょぬの 
32,3 き2, さぇしこけかけあっくくにた こけ ぇょさっしせ: こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 2┿. ′ぇ-
つぇかぬくぇは ちっくぇ きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 3166 させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお 
ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに 3 ゅけょぇ. ]せききぇ いぇょぇすおぇ 633 させぉ. ′ぇいくぇつっくうっ こけきっとっくうは: 
ょかは けおぇいぇくうは おけくしせかぬすぇちうけくくにた せしかせゅ. 

‶けさはょけお, きっしすけ う しさけお こさっょけしすぇゃかっくうは ょけおせきっくすぇちうう けぉ ぇせお-
ちうけくっ: しけ ょくは けこせぉかうおけゃぇくうは ゃ けそうちうぇかぬくけき ういょぇくうう けさゅぇくういぇすけさぇ 
おけくおせさしぇ う さぇいきっとっくうは くぇ けそうちうぇかぬくけき しぇえすっ しけけぉとっくうは け こさけゃっょっくうう 
ぇせおちうけくぇ くぇ けしくけゃぇくうう いぇはゃかっくうは かのぉけゅけ いぇうくすっさっしけゃぇくくけゅけ かうちぇ, こけ-
ょぇくくけゅけ ゃ こうしぬきっくくけえ そけさきっ, ゃ すっつっくうっ ょゃせた さぇぉけつうた ょくっえ しけ ょくは こけかせ-
つっくうは しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ いぇはゃかっくうは こけ ぇょさっしせ: 623701, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 
〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, お. 208. ‶かぇすぇ いぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ ょけおせきっくすぇちうう くっ ゃいうきぇ-
っすしは. ╃けおせきっくすぇちうは けぉ ぇせおちうけくっ さぇいきっとっくぇ くぇ しぇえすっ しっすう ╇くすっさくっす www.
berezovskii.ru, www.torgi.gov.ru.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ゃこさぇゃっ けすおぇいぇすぬしは けす こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ くっ こけいょ-
くっっ, つっき いぇ すさう ょくは ょけ ょぇすに けおけくつぇくうは しさけおぇ こけょぇつう いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ 
ぇせおちうけくっ.

‶けさはょけお, きっしすけ う しさけお こさっょけしすぇゃかっくうは いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ ぇせお-
ちうけくっ: し 09.00 きっしすくけゅけ ゃさっきっくう 15 ぇこさっかは 2011 ゅけょぇ ょけ 15.00 きっしすくけゅけ 
ゃさっきっくう 30 きぇは 2011 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: 623701, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 9, お. 208, ゃ こけさはょおっ, せしすぇくけゃかっくくけき ょけおせきっくすぇちうっえ けぉ ぇせおちう-
けくっ.

‶さっょしっょぇすっかぬ おけきうすっすぇ ╃.╁. ]きにてかはっゃ[╄╉╊┿╋┿

[╄╉╊┿╋┿

16.03.2011 ╉けきうすっすけき 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 こさけゃけょうかしは ぇせおちうけく こけ こさけょぇあっ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 
けぉとっえ こかけとぇょぬの 1592,0 き2, ゃ こ. ̈ おすはぉさぬしおけき ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう こけ せか. ]こけさすうゃくけえ, 12, おぇょぇしすさけゃにえ くけきっさ 66:35:0208002:126, 
さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ – うくょうゃうょせぇかぬくけっ あうかうとくけっ しすさけうすっかぬしすゃけ.

╃かは せつぇしすうは ゃ ぇせおちうけくっ ぉにかぇ こけょぇくぇ けょくぇ いぇはゃおぇ ╉かうてうくぇ ぃ.┿. ゃ 
しけけすゃっすしすゃうう し こ.こ.1 こ. 26 しす. 38.1 ╆っきっかぬくけゅけ おけょっおしぇ [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう う こさけすけおけかぇ けぉ うすけゅぇた ぇせおちうけくぇ けす 16.03.2010 ぇせおちうけく こさういくぇく 
くっしけしすけはゃてうきしは.

′ぇ けしくけゃぇくうう いぇはゃかっくうは ╉かうてうくぇ ぃ.┿., [ぇしこけさはあっくうは ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ けす 21.03.2011 わ66 ぉにか いぇおかのつっく ょけゅけゃけさ 
おせこかう-こさけょぇあう いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ し ╉かうてうくにき ぃ.┿.

‥‥‥ 《仝 ％ 〆》 ％§◆☆○＠％○◇＄◎ §°●＄＊＄§％＄ ☆ ★＊°§％○◇＄＠☆＠ 
○°£＠＄▽＄§％％ ◎☆○℃☆″☆℃☆ ＆☆＠★＊＄＆●° ★☆ ★○☆￥°¢＄ ◎☆″°○☆″ 
★○☆＠※▲＊＄§§☆℃☆ ％ ★○☆￥◇＆◎☆″☆℃☆ §°£§°△＄§％↑ ★☆ °￥○＄●◇┺
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14 àïðåëÿ
2011 ãîäà 11ÒÂ ×åòâåðã, 21 àïðåëÿ

‶っさゃにえ 〈╁『

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

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00, 01.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.30, 02.00 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╉′╇╂┿»  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/]
13.30 «′┿【 ╃¨╋ – 〈┿〈┿[]〈┿′». 〈/《 «╋¨[╃¨╁]╉┿ぅ 

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

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «【╉¨╊┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.45 «]╋╄【╇′╉╇»
16.00 «〈┿〈-MUSIC»
16.15 «]‶[╇′╂». 〈/] 
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
20.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «╁╇╊╊╇]｠». 〈/] 
23.45 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
02.30 «╉╇〈┿‶» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

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

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.15 〈/] «]╊╄╃»
18.55 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
19.55 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╅╄′]╉╇╄ ╋╄』〈｠ 

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

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

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «ぅ 〈╄╀ぅ ′╇╉¨╂╃┿ ′╄ 

╆┿╀〉╃〉»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ╃/《 «‶╄[╁¨]╁ぅ〈╇〈╄╊╇»
01.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.15 》/《 «′╄ ]〈[╄╊ぅ╈〈╄ ╁ 

╀╄╊｠》 ╊╄╀╄╃╄╈», 2 ]╄[╇ぅ
03.35 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

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

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

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «′¨╁┿ぅ ╅╇╆′を 

]｠】╇╉┿ ╂〉[¨╁┿. ‶[¨-
╃¨╊╅╄′╇╄»  

23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 «╉¨[¨╊┱╁. ¨╀[┿〈′｠╈ 

¨〈]』╄〈» 
00.30 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
01.30 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【» 
02.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
03.55 «╃¨ ]〉╃┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╁┿【 ]｠′ ╇ ╀[┿〈»
12.10, 16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 〈[╄〈をぅ╉¨╁╉┿ - ╃┿[ ╀╄]-

『╄′′｠╈!
14.20 》/《 «╅╇╆′を ╉╊╇╋┿ 

]┿╋╂╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.40 【╄╃╄╁[｠ 》¨[¨╁¨╈ 

╋〉╆｠╉╇
18.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄╊¨╁╄╉ ‶╄[╄╃ ╀¨╂¨╋
20.35 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
21.15 ╁╇〈┿╊╇╈ ╁〉╊を《. 20 ╊╄〈 

]‶〉]〈ぅ
21.55 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
22.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «]╄[┿《╇′┿»
01.55 ACADEMIA
02.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.25 TOP GEAR 
6.30 〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00, 16.00 ╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨
10.30 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 ╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿
13.40, 22.50, 05.00 ╁╄]〈╇.RU
14.15 ‶╊┿╁┿′╇╄ 
15.30 «〉′╇╉〉╋｠»
17.00 》/《 «╇ ╂[ぅ′〉╊ ╂[¨╋» 
19.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 ╁¨╊╄╈╀¨╊. 』╄╋‶╇¨′┿〈 

[¨]]╇╇. ╋〉╅』╇′｠. 1/2 
《╇′┿╊┿ 

23.05, 02.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
23.25 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - 【╁╄『╇ぅ 
01.40 TOP G┱RL 
02.45 》¨╉╉╄╈. ╋》╊. 《╇′┿╊

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «╁¨ ╀¨[〉 ╀[〉]′╇╉┿», 

1 ╇ 2 ]╄[╇╇
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «′¨』′¨╈ ‶┿〈[〉╊を»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ′╄ ╁╄[′〉]を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30, 20.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠ «]╉┿╆╉┿ ̈  

[｠╀┿╉╄ ╇ [｠╀╉╄», «╂[╇【-
╉╇′｠ ╉′╇╅╉╇»

19.00 〈/] «┿╂¨′╇ぅ ]〈[┿》┿»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
21.00 》/《 «‶[╄╁[┿〈′¨]〈╇ 

]〉╃を╀｠»
22.50 «╉¨[¨╊╄╁┿ ╁╄╊╇╉¨╈ 

╀[╇〈┿′╇╇». 《╇╊を╋ ╊. 
╋╊╄』╇′┿

23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.20 》/《 «]╁ぅ╆を»
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30, 18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.25 》/《 «╊¨‶〉》╇»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
21.00 》/《 «╀¨╊を【¨╈ ‶┿‶┿»

23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
02.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.55 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.55 ]OSMOPOLITAN

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2», 

1 ]╄[╇ぅ
10.55 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.05 》/《 «╅╇╆′を ′┿ ╃╁¨╇》»
16.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «╀┿′╃╇〈╉╇»
23.00, 02.05 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.35 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2», 

2 ]╄[╇ぅ
01.00 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

〈╄[╇┿╊｠»
02.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
02.50 》/《 «¨╃╇′¨』′┿ぅ 『╄╊を»
04.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

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

〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠-5»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

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

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «〉╀╇╈]〈╁¨ ╁ ╀╄╊¨╋ 

╃¨╋╄»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠-5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╋╄』»
22.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇〈¨[╇╇
00.00 〈/] «]‶┿[〈┿╉: ╉[¨╁を 

╇ ‶╄]¨╉»
01.10 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
02.25 «╁ 』┿] ‶╇╉»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30, 20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
11.00 》/《 «[¨╀¨╉¨‶ 3»
13.00, 23.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
22.00 》/《 «╂[¨╋¨╀¨╈»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01 .30  》 /《 «╁  ╃╇╉╇》 〉]-

╊¨╁╇ぅ》»
04.20 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

5.20, 9.30, 00.25 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.05, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10 «[╄╆¨′┿′]»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
13.10 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╋｠ ╁｠╀╇[┿╄╋!»
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05 〈/] «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈», 3 ]╄[╇ぅ
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈», 4 ]╄[╇ぅ
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.35 «DE FACTO»
00.55 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 22 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 13.30 «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»
05.20, 11.00, 02.30 «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

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

ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 01.15 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30, 20.30, 02.05 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
12.00 «【┿╂╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 ╉¨′『╄[〈 ╋┿[┿〈┿ 《┿╈[〉【╇′┿
13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!»
14.45  «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿ぅ ]〈[┿′╇』╉┿» 
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «╋｠ – ╁′〉╉╇ 〈〉╉┿ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»
16.15 «]‶[╇′╂». 〈/] 
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «╁╄』╄[¨╋ ╁ ‶ぅ〈′╇『〉». ╉¨′『╄[〈
22.00 «‶[╇╆[┿╉». 》/《
00.15«〈′╁: 〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ′¨』′¨╂¨ ╁╄】┿′╇ぅ»

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

╉¨╊を『¨»
16.50 «╅╃╇ ╋╄′ぅ»
18.00 ╁╄』╄[′╇╄ ′¨╁¨]〈╇
18.20 «‶¨╊╄ 』〉╃╄]»
19.10 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 «╉╊〉╀ ╁╄]╄╊｠》 ╇ ′┿》¨╃-

』╇╁｠》». ╁｠]【┿ぅ ╊╇╂┿
23.40 ]╄[╂╄╈ ╋┿╉¨╁╄『╉╇╈ 

╁ 《╇╊を╋╄ ╈¨]┿ ]〈╄╊╊╇′-
╂┿ «╃〉【╉┿»

03.00 》/《 «╉[〉‶′┿ぅ [｠╀┿»

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

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

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 《┿╉〈¨[ ┿
22.30 ぃ[╋┿╊┿
00.25 》/《 «╁┿′╄』╉┿»
02.40 》/《 «¨〈╀╇╁′｠╄»
04.20 ╂¨[¨╃¨╉

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

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

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

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

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...» 
20.55 «]〉‶╄[]〈┿[»: ╀╄′╄《╇] 

′┿〈┿【╇ ╉¨[¨╊╄╁¨╈ 
23.00 «′〈╁【′╇╉╇» 
00.05 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂» 
01.30 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃» 
02.15 》/《 «〈[〉╃′｠╈ [╄╀╄′¨╉» 
04.05 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «′┿ ╇]》¨╃╄ ╊╄〈┿»
11.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.40 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.05 》/《 «╅╇╆′を ╉╊╇╋┿ 

]┿╋╂╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
16.40 «╋╇[ ╅╇╁¨╈ ‶[╇[¨╃｠»
17.05 ╉〈¨ ╋｠?
17.35 ╃/《 «《╇╃╇╈»
17.45 【╄╃╄╁[｠ 》¨[¨╁¨╈ 

╋〉╆｠╉╇
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.50 』╄╊¨╁╄╉ ‶╄[╄╃ ╀¨╂¨╋
20.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
22.40 ╃/《 «┿′╃[╄╈ ╇ ╆¨ぅ»
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 》/《 «′┿ ╇]》¨╃╄ ╊╄〈┿»
01.05 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.30 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁»
7.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋  
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【! 
9.20 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
10.00, 16.00 ╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨
10.30 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 04.10 ╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿
11.25 «[╄╈〈╇′╂»
11.55 》/《 «〈┿╉〈╇』╄]╉¨╄ 

′┿‶┿╃╄′╇╄»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 ‶╊┿╁┿′╇╄ 
15.30 «〉′╇╉〉╋｠»
17.00 》/《 «′┿╁¨╃』╇╉» 
19.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
19.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
21.05 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
21.55 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «》╇╋╉╇» - 

〉′╇╉] 
23.45, 05.10 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 04.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.40 ╀¨╉]
01.45 》¨╉╉╄╈. ╋》╊. 《╇′┿╊

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.35 》/《 «╁‶╄[╁｠╄ ╆┿╋〉╅╄╋»
10.30 «ぃ[╇╈ ╂〉╊ぅ╄╁. ╅╄╊┿ぃ 

╁┿╋...»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╊╄╉┿[]〈╁¨ ‶[¨〈╇╁ 

]〈[┿》┿»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ′╄ ╁╄[′〉]を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.30 》/《 «《[┿′『〉╆ ]╄[┱╅┿»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 ╃/《 «╉¨╂╃┿ 〉》¨╃ぅ〈 

╊ぃ╀╇╋｠╄»
22.40 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.20 》/《 «′¨』′¨╈ ‶┿〈[〉╊を»
02.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30, 18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «╀¨╊を【¨╈ ‶┿‶┿»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
20.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀

22.00 ′┿【┿ RUSSIA
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
02.55 》/《 «╆┿╀╊〉╃【╇╄ ╃〉【╇»
04.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
10.55 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.05 》/《 «╅╄′]╉╇╄ ]╊┱╆｠»
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ╅┿╃′¨]〈╇»
21.00 》/《 «¨]╄′′╇╈ ╋┿[┿《¨′»
23.00, 02.05 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.35 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
01.00 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

〈╄[╇┿╊｠»
02.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
02.50 》/《 «〈╄′╇ ‶[¨【╊¨╂¨»
04.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

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

〈¨[╇╇
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠-5»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

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

′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00, 16.45 〈/] «【┿〈〉′»
18.00 «╅╇╆′を ╉┿╉ 』〉╃¨»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╋╄』»
22.00 «〈┿╈′｠ ╋╇[┿»
23.30 «╀〉′╉╄[ NEWS»
00.30 «╉〈¨ ╆╃╄]を ╆╁╄╆╃┿? ╇╃╄-

┿╊を′¨╄ ╇′〈╄[╁をぃ»
01.00 〈/] «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╋╇-

′〉〈┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «4400»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
11.00 》/《 «╂[¨╋¨╀¨╈»
12.45, 23.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 》/《 «╋〉╋╇ぅ»
00.20 》/《 «╉¨╆｠[′｠╄ 〈〉╆｠»
02.20 》/《 «╀╄╆ ╁╄]〈╇ ‶[¨-

‶┿╁【╇╄»
04.15 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.10 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.40 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.05, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╂〉《]╇′»
16.05 〈/] «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈», 4 ]╄[╇ぅ
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 «╋╄╂┿╃[¨╋»
22.35 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.55 «DE FACTO»

10
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‶っさゃにえ 〈╁『

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

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

ぅ╆｠╉╄)
10.00  «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
10.45 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]¨╆╁╄╆╃╇╄ – ╈¨╊╃｠╆╊｠╉-2011»
12.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.30 «]╄′′¨╈ ╀┿╆┿[». ]‶╄╉〈┿╉╊を 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ 

╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿ ぃ′¨╂¨ ╆[╇〈╄-
╊ぅ ╇╋╄′╇ ╂. ╉┿[╇╄╁┿ (‶¨ ‶[¨╇╆╁╄╃╄′╇ぅ╋ 
╂. 〈〉╉┿ぅ)

14.10 ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈
15.00 «╉╁′-2011»
16.00 «╉┿′〉′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨.»
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00 «〈┿〈┿[ ╋¨′｠-2011» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
18.00 «′┿【 ╃¨╋ - 〈┿〈┿[]〈┿′». «╇]〈¨╉╇ ╇ 〈[┿╃╇-

『╇╇. 』〉╁┿【╇»
18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 

╁╄』╄[¨╋»
19.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
19.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
20.30 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «[┿╆╁¨╃ ╇ ]╄╋╄[¨ ╃╄〈╄╈». 》/《
23.45 «╀¨╇ ‶¨ ‶[┿╁╇╊┿╋ TNA» 
00.15 «¨》¨〈┿ ′┿ ╆╁╄[ぅ». 》/《
01.45 «〈┿〈┿[ ╋¨′｠-2011» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
02.40 «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿ぅ ]〈[┿′╇』╉┿»

5.40 》/《 «╄]╊╇ ╋¨╅╄【を, 
‶[¨]〈╇...»

7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を ╊ぃ-
╀╇╋┿ぅ!»

8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «]╋┿╉»
10.50 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»
12.15 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
13.20 «╇╊をぅ ╋〉[¨╋╄『 ╇ 

]¨╊¨╁╄╈-[┿╆╀¨╈′╇╉»
14.50 》/《 «〈[╇ 〈¨‶¨╊ぅ ′┿ 

‶╊ぃ】╇》╄»
16.20 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊-

╊╇¨′╄[¨╋?»
17.20 〈/] «¨╀】┿ぅ 〈╄[┿‶╇ぅ»
19.30, 21.20 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃. 

╁¨╆╁[┿】╄′╇╄»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
22.20 ‶[╄╋を╄[┿. «‶┿]》┿»
23.20 «』〈¨? ╂╃╄? ╉¨╂╃┿?»
00.30 «]╁ぅ〈┿ぅ ╆╄╋╊ぅ»
01.20 ‶┿]》┿ 》[╇]〈¨╁┿
04.00 》/《 «′╄』┿ぅ′′┿ぅ ╊ぃ-

╀¨╁を»

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

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

╂╃╄-〈¨ [ぅ╃¨╋»
16.10 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
17.50 ╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇¨′¨╁ ] 

╋. ╂┿╊╉╇′｠╋
18.55 〈/] «╁┿[╄′を╉┿. ′┿‶╄[╄-

╉¨[ ]〉╃を╀╄»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 〈/] «╁┿[╄′を╉┿. ′┿‶╄[╄-

╉¨[ ]〉╃を╀╄»
23.15 》/《 «╉┿╊╇′┿ ╉[┿]′┿ぅ»
01.20 ‶┿]》┿ 》[╇]〈¨╁┿
04.05 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[

4.55  〈/]  «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ 
╃╄[╄╁┿»

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

]╉╇╋. ¨╀¨[¨〈╄′を» 
14.00 «〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [¨]]╇ぅ» 
15.05 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿» 
16.20 «[┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇» 
17.20 «]》¨╅╃╄′╇╄ ╀╊┿╂¨╃┿〈-

′¨╂¨ ¨╂′ぅ» 
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[ 
19.55 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋  
21.00 》/《 «╇]╉〉‶╊╄′╇╄» 
22.50 》/《 «╋¨╈ ╂[╄》» 
00.55 》/《 «ぁ‶╇╃╄╋╇ぅ» 
03.25 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
04.30 «╃¨ ]〉╃┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
10.40 》/《 «╋¨[╄ ]〈〉╃╄′¨╄»
12.10 』╄╊¨╁╄╉ ‶╄[╄╃ ╀¨╂¨╋
12.40 》/《 «]′╄╅′┿ぅ ╉¨[¨-

╊╄╁┿»
14.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.35 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
15.05 ̈ 』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨ぅ〈′¨╄
15.35 [〉]]╉╇╄ [¨╋┿′]｠
16.15 』╄╊¨╁╄╉ ‶╄[╄╃ ╀¨╂¨╋
16.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.25 ]‶╄╉〈┿╉╊╇ «╅╇╁¨╈ 

〈[〉‶»
19.45 ╇¨╂┿′′ ]╄╀┿]〈をぅ′ ╀┿》: 

«╇╇]〉] - ╋¨ぅ [┿╃¨]〈を»
19.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.30 》/《 «‶¨╉┿ぅ′╇╄»
22.55 ].[┿》╋┿′╇′¨╁. «╁]╄-

′¨】′¨╄ ╀╃╄′╇╄»
23.55 》/《 «‶[¨╃╊╇]を, ‶[¨╃-

╊╇]を, ¨』┿[¨╁┿′を╄...»
01.20 ╊╄〈¨ ╂¨]‶¨╃′╄. ╁¨]╉[╄-

]╄′╇╄ 》[╇]〈¨╁¨. ‶┿]》┿
01.55 ]〉╃を╀┿ ╇ [¨╊╇
02.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.40 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
6.10 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇. ‶╄[╄╃ 

〈〉[¨╋»
7.00, 04.35 ╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿
9.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄-

]〈╁┿
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.15, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.35 ╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨ 
12.05 》/《 «╇ ╂[ぅ′〉╊ ╂[¨╋» 
14.15 ‶╊┿╁┿′╇╄ 
15.30 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿» 
16.00 》/《 «〈╄′╄╁¨╈ 』╄╊¨╁╄╉»
17.55 》¨╉╉╄╈. ╄╁[¨〈〉[. 』╄》╇ぅ 

- [¨]]╇ぅ 
20.10 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
20.40 ╋╄╊を′╇『┿
21.15 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋  
21.40 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
22.25 》¨╉╉╄╈. 』╄╋‶╇¨′┿〈 

╋╇[┿ ][╄╃╇ ぃ′╇¨[¨╁. 
1/2 《╇′┿╊┿ 

00.40, 04.25 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
01.05 》/《 «╉¨′╄『 ╇╂[｠» 
02.55 ╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨
03.30 TOP G┱RL

4.40 》/《 «《[┿′『〉╆ ]╄[┱╅┿»
6.15 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
6.50, 8.55, 17.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.40 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.05 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.30 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨-

‶╄╃╇ぅ»
10.00 《╇╊を╋-]╉┿╆╉┿. «[┿╆, ╃╁┿ 

- ╂¨[╄ ′╄ ╀╄╃┿!»
11.30, 17.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.50 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.35 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]-

╊¨╋〉»
13.15 》/《 «╋¨╊¨╃┿ぅ ╅╄′┿»
15.05, 00.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.45 》/《 «′╄〉╉[¨〈╇╋┿ぅ ┿′-

╅╄╊╇╉┿»
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.15 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.05 》/《 «╊ぃ╃╇ ╃¨╀[｠╄»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «¨╃╇′¨╉╇╋ ‶[╄╃¨-

]〈┿╁╊ぅ╄〈]ぅ ̈ ╀】╄╅╇〈╇╄»
00.40 》/《 «′┿ ╋¨]〈〉»
02.40 》/《 «‶[╄╁[┿〈′¨]〈╇ 

]〉╃を╀｠»
04.30 «╆╁╄╆╃｠ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ 

]‶¨[〈┿»

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

』╄╊¨╁╄╉┿»
13.00 ]OMEDY WOMAN
14.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
15.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
16.00 ]〉‶╄[╇′〈〉╇『╇ぅ
17.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.00 》/《 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╁¨╈-

′｠: ぁ‶╇╆¨╃ 3 - ╋╄]〈を 
]╇〈》¨╁»

22.35 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》〉 ╇╆ 》〉
01.00 》/《 «╉[¨╁を ╆┿ ╉[¨╁を»
03.05 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
03.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.40 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

6.50 ′¨╁¨]〈╇
7.20 «]〈╄′╃»
7.35 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
7.50 ′¨╁¨]〈╇
8.20 》/《 «]｠′ ‶¨╊╉┿», 1-2 

]╄[╇╇
11.00, 13.00, 14.30, 16.00 ╋〉╊を-

〈《╇╊を╋｠
12.00, 13.30, 15.00 «╁╋╄]〈╄ 

]╋¨╅╄╋ ╁]┱!»
16.50 》/《 «╉¨′╄『 ┿〈┿╋┿′┿», 

1 ╇ 2 ]╄[╇╇
19.40 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈» 
20.00 «』╄〈╁╄[〈｠╈ ╉┿′┿╊. 

′¨╁╄╈【╇╄ ╇]〈¨[╇╇» 
20 .30  «′¨╁¨]〈╇.  ╇〈¨╂╇ 

′╄╃╄╊╇»
21.00 》/《 «』┱[′┿ぅ ╉¨【╉┿, 

╀╄╊｠╈ ╉¨〈» 
23.40 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
00.10 》/《 «〈[┿′]]╇╀╇[]╉╇╈ 

ぁ╉]‶[╄]]»
02.05 》/《 «╋┿′を』╅〉[]╉╇╈ 

╁┿[╇┿′〈»
03.30 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»: «《〉〈-

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

]〈╇»: «╀¨╋╀╇╊｠»
12.00 «╁ 』┿] ‶╇╉» ‶¨╃-

[¨╀′¨]〈╇
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14.15 〈/] «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈-

╁╄′′¨╄»
16.00 «╋¨【╄′′╇╉╇»
17.00 ]╄[╂╄╈ ]╄╊╇′ ╁ ╀¨╄╁╇╉╄ 

«╂[¨╋ ぅ[¨]〈╇»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 «‶¨ [¨╃′¨╈ ]〈[┿′╄!» 

╉ ¨ ′ 『 ╄ [ 〈  ╋ ╇ 》 ┿ ╇ ╊ ┿ 
╆┿╃¨[′¨╁┿

22.30 〈/] «』╄]〈を ╇╋╄ぃ!..»
0 3 . 0 0  « ‶ ¨ ╉ ╄ [ .  [ 〉 ] ] ╉ ┿ ぅ 

]》╁┿〈╉┿»
03.55 〈/] «4400»

6.00 〈/] «]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉┿╉ ぅ ╁]〈[╄〈╇╊ 

╁┿【〉 ╋┿╋〉»
10.00 «╄[┿╊┿【»
11.00 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
14.30 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.40 ╀¨╄╁╇╉ «╋〉╋╇ぅ»
19.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. 

′¨╁｠╄ ]╄[╇╇»
21.00 》/《 «╋〉╋╇ぅ ╁¨╆╁[┿-

】┿╄〈]ぅ»
23.25 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.25 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
01.10 》/《 «╄╊╇╆┿╁╄〈┿. ╆¨-

╊¨〈¨╈ ╁╄╉»
03.15 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
04.05 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.10 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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

Âîñêðåñåíüå, 24 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈 
06.30  〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄) 
09.00 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
09.30 «╋╄╅╃〉 ′┿╋╇…» 
10.00 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ¨]〈┿′¨╁╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
10.30 «〈┿╋』｠-【¨〉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]¨╆╁╄╆╃╇╄-╈¨╊╃｠╆╊｠╉-2011»
12.00 «‶[┿╆╃′╇╉ [¨╃′¨╂¨ ぅ╆｠╉┿». ‶╄[╄╃┿』┿, 

‶¨╃╂¨〈¨╁╊╄′′┿ぅ ╉ ╋╄╅╃〉′┿[¨╃′¨╋〉 
╃′ぃ [¨╃′¨╂¨ ぅ╆｠╉┿

13.00 «╀┿]╉╄〈-〈╁»
13.30 «╆╄╀[┿» 
13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
14.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30  «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «‶[¨《]¨ぃ╆ – ]¨ぃ╆ ]╇╊を′｠》»
17.00  «〈┿〈┿[ ╋¨′｠-2011» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
18.00  «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
18.30, 21.00 «7 ╃′╄╈»
19.30 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
20.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
20.30 «╀┿〈｠[｠». ‶[¨╂[┿╋╋┿ ¨ ]‶¨[〈╄
20.45 «]〈[┿》¨╁┿′╇╄ ]╄╂¨╃′ぅ»
22.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
22.30 «╂[┿′╇ «[〉╀╇′┿»
23.00 «╉′ぅ╅′┿ ╋ぁ[╇». 》/《
00.50 «』〉╃¨». 》/《
02.30 «〈┿〈┿[ ╋¨′｠-2011» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
6.20 》/《 «╅╇╁╇〈╄ ╁ [┿╃¨]〈╇»
7.50 «┿[╋╄╈]╉╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇»
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.30 «《┿╆╄′╃┿»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 》/《 «╀╊┿╂¨]╊¨╁╇〈╄ 

╅╄′】╇′〉»
16.10 ぃ╀╇╊╄╈′¨╄ 【¨〉 〈╄┿-

〈[┿ ╊╄╃¨╁｠》 ╋╇′╇┿〈ぃ[ 
╇╂¨[ぅ ╀¨╀[╇′┿

17.40 》/《 «╋〉╅╇╉╇!..»
19.30 «╅╄]〈¨╉╇╄ ╇╂[｠». 

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

╀¨』╉┿»
02.10 》/《 «╀¨╊を【¨╈ 〉╃┿[»
03.55 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ 

╀〉╃╄〈»

5.00 》/《 «] ╃¨′┿ ╁｠╃┿』╇ ′╄〈»
6.40 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
8.40 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
9.25 ╂¨[¨╃┿ ╇ ╁╄]╇
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 ╂¨[¨╃¨╉
11.40 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
11.50 〈/] «┿ ]』┿]〈を╄ ╂╃╄-〈¨ 

[ぅ╃¨╋»
14.00 ╁╄]〈╇
14.30 〈/] «┿ ]』┿]〈を╄ ╂╃╄-〈¨ 

[ぅ╃¨╋»
15.50 ]╋╄ぅ〈を]ぅ [┿╆[╄【┿╄〈]ぅ
17.30 ╂┿╊┿-╉¨′『╄[〈 «〈┿′『｠ ]¨ 

╆╁╄╆╃┿╋╇»
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «〈¨╊を╉¨ 〈｠»
23.00 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.00 ╂╄′′┿╃╇╈ 》┿╆┿′¨╁. ‶¨-

╁〈¨[╄′╇╄ ‶[¨╈╃╄′′¨╂¨
00.30 》/《 «╅╇╁╇ ╇ ‶¨╋′╇»
02.45 》/《 «′┿【╄ ╁[╄╋ぅ»

5.20  〈/]  «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ 
╃╄[╄╁┿»  

8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨» 
8.45 «╇》 ′[┿╁｠» 
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!» 
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿» 
10.50 «‶╇[ ′┿ ╁╄]を ╋╇[» 
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 》/《 «[〉]]╉╇╈ ╉[╄]〈» 
17.20 «╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈-

╁〉╈〈╄!» 
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

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

╆′┿′╇╄»  
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄»  
22.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╈ ]╄[╇┿╊ 

«╂╊〉》┿[を» 
00.55 «┿╁╇┿〈¨[｠» 
01.30 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
02.05 》/《 «]¨╈╊╄′〈 ╂[╇′» 
04.00 «╃¨ ]〉╃┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ╊╄〈¨ ╂¨]‶¨╃′╄. ╁¨]╉[╄-

]╄′╇╄ 》[╇]〈¨╁¨. ‶┿]》┿
10.35 ╇¨╂┿′′ ]╄╀┿]〈をぅ′ ╀┿》: 

«╇╇]〉] - ╋¨ぅ [┿╃¨]〈を»
10.40 》/《 «′┿【 ╃¨╋»
12.10 ]〉╃を╀┿ ╇ [¨╊╇
12.55 》/《 «╃¨╉〈¨[ ┿╈╀¨╊╇〈»
14.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.35 ╃/《 «》╁¨]〈｠ ╉┿╊┿》┿[╇»
15.25 ╆╁╄╆╃｠ 『╇[╉┿
16.20 ╉¨′『╄[〈 ┿′]┿╋╀╊ぅ ′┿-

[¨╃′¨╂¨ 〈┿′『┿ ╇╋. ╇╂¨-
[ぅ ╋¨╇]╄╄╁┿ «╉〉╃╄]′╇-
╉╇ 〈┿′『┿»

17.35 ╃¨╋ ┿╉〈╄[┿
18.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
18.55 》/《 «╁╄]╄╊｠╄ [╄╀ぅ〈┿»
20.30 ╁ ╂¨]〈ぅ》 〉...
21.40 ̈ 〈╉[｠〈╇╄ 》 ╋¨]╉¨╁]╉¨-

╂¨ ‶┿]》┿╊を′¨╂¨ 《╄]〈╇-
╁┿╊ぅ. ‶[ぅ╋┿ぅ 〈[┿′]╊ぅ-
『╇ぅ ╇╆ ╉╆』

00.00 》/《 «′┿【 ╃¨╋»
01.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

7.00, 03.50 ╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿
9.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
9.20 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.00 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
10.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
11.00 ╋╄╊を′╇『┿
11.30 «[｠╀┿╊╉┿»
11.45 》/《 «╉¨′╄『 ╇╂[｠»
13.40, 20.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
13.55 «‶╄[╁┿ぅ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ 

╊¨〈╄[╄ぅ»
14.00 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈» 
14.55 》¨╉╉╄╈. ╋》╊. 《╇′┿╊ 
17.10 «]〈[┿′┿ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ»
17.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
18.00 》¨╉╉╄╈. ╄╁[¨〈〉[. [¨]]╇ぅ 

- 《╇′╊ぅ′╃╇ぅ 
20.30 《╇′┿′]╇]〈
20.55 《〉〈╀¨╊. «]‶┿[〈┿╉» - 

«]‶┿[〈┿╉-′┿╊を』╇╉» 
22.55 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
23.25 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
23.55 》¨╉╉╄╈. 』╄╋‶╇¨′┿〈 

╋╇[┿ ][╄╃╇ ぃ′╇¨[¨╁. 
《╇′┿╊ 

02.05 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨╀¨[-
]〈╁┿

03.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈

5.05 》/《 «╁‶╄[╁｠╄ ╆┿╋〉╅╄╋»
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.55 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.25 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
8.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.05 》/《 «╋¨[¨╆╉¨»
11.30, 23.50 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.50 》/《 «╂〉]┿[]╉┿ぅ ╀┿╊╊┿╃┿»
13.45 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ 

╃¨╋»
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
16.05, 19.20 》/《 «]』┿]〈を╄ ‶¨ 

[╄『╄‶〈〉»
18.00 ╁╄╊╇╉┿ぅ ‶┿]》┿╊を′┿ぅ 

╁╄』╄[′ぅ
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ ╉[╇-

]〈╇». ╃╄〈╄╉〈╇╁
00.10 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′. 

┿′〈¨′ ]╇》┿[〉╊╇╃╆╄
01.10 》/《 «′╄〉╉[¨〈╇╋┿ぅ ┿′-

╅╄╊╇╉┿»
02.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 〈/] «╃[〉╆をぅ»
8.55 ╊¨〈¨ «]‶¨[〈 ]〉‶╄[»
9.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
9.50 ╊¨〈╄[╄╇
10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ]〉‶╄[╇′〈〉╇『╇ぅ
12.00 ╃/《 «╋╇╊｠╈, ぅ ╆┿╊╄〈╄-

╊┿ - 2»
13.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 [┿]-

]╊╄╃¨╁┿′╇╄
15.00 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
17.00 》/《 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╁¨╈′｠: 

ぁ‶╇╆¨╃ 3 - ╋╄]〈を ]╇〈-
》¨╁»

19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 》/《 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╁¨╈′｠: 

ぁ‶╇╆¨╃ 4 - ′¨╁┿ぅ ′┿-
╃╄╅╃┿»

22.20 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 》/《 «【¨]]╄ ]╋╄[〈╇»
02.05 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
02.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.35 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.35 ]OSMOPOLITAN
05.35 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.50 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

6.05 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇ ′╄-
╃╄╊╇»

6.35 «╆╊┿〈¨╁╊┿]╉┿». ]╉┿╆╉┿
8.20 》/《 «¨]〈[¨╁ ]¨╉[¨╁╇】»
10.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.10 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «╆┿』╄╋ 〈╄╀╄ 

┿╊╇╀╇», 1-4 ]╄[╇╇
15.00 ╀¨╄╁╇╉ «]╋╄[〈を 【‶╇¨-

′┿╋», 6-8 ]╄[╇╇
18.00 ╁╊┿╃╇╋╇[ ╂¨]〈ぃ》╇′, 

╃╄′╇] ′╇╉╇《¨[¨╁ ╁ ╀¨╄-
╁╇╉╄ «]╋╄[〈を 【‶╇¨′┿╋. 
╉[｠╋», 1 ╇ 2 ]╄[╇╇

20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 》/《 «‶¨╀╄╂»
23.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.00 ]‶╄『‶[¨╄╉〈 «』╄〈╁╄[-

〈｠╈ ╉┿′┿╊. ′¨╁╄╈【╇╄ 
╇]〈¨[╇╇» 

00.30 》/《 «‶┿]]┿╅╇[ ╀╄╆ ╀┿-
╂┿╅┿»

04.25 ╋〉╆｠╉┿ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 
╉┿′┿╊┿»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»: «╋¨╈ 

╃¨╋ - ╋¨ぅ ]╁┿╊╉┿»
6.00 〈/] «〈〉[╇]〈｠»
8.00 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
8.30 〈/] «』╄]〈を ╇╋╄ぃ!..»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 «[╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]-

〈¨[╇╇»
14.40 «‶¨ [¨╃′¨╈ ]〈[┿′╄!» 

╉¨′『╄[〈 ╋╇》┿╇╊┿ ╆┿-
╃¨[′¨╁┿

17.00 «╅┿╃′¨]〈を»: «╀[┿╉»
18.00 «』〈¨ ‶[¨╇]》¨╃╇〈?»
18.30 》/《 «¨╃╇′′┿╃『┿〈を ╃[〉-

╆╄╈ ¨〉【╄′┿»
20.45 》/《 «〈[╇′┿╃『┿〈を ╃[〉╆╄╈ 

¨〉【╄′┿»
23.10 》/《 «╆┿‶┿╃′ぅ»
01.25 》/《 «╄》┿╊╇ ╃╁┿ 【¨《╄[┿»
03.00 «‶¨╉╄[ ‶¨]╊╄ ‶¨╊〉-

′¨』╇»
04.00 〈/] «4400»

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

╊╄′′¨!»
13.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
15.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 ╀¨╄╁╇╉ «╋〉╋╇ぅ ╁¨╆╁[┿-

】┿╄〈]ぅ»
18.55 «6 ╉┿╃[¨╁»
19.15 《ぁ′〈╄╆╇ «┿[〈〉[ ╇ ╋╄]〈を 

〉[╃┿╊┿╉┿»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «╋〉╋╇ぅ. ╂[¨╀-

′╇『┿ ╇╋‶╄[┿〈¨[┿ ╃[┿-
╉¨′¨╁»

23.00 «〉╉[┿╇′]╉╇╈ ╉╁┿[〈┿╊»
00.30 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
01.15 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶╄[]¨′┿╅»
03.15 》/《 «╁¨]]¨╄╃╇′╄′╇╄ 

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

5.15, 6.20 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
5.35, 6.40 «DE FACTO»
5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.55 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.40 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.05 》/《 «╅╄′╇〈を╀┿ ╀┿╊を╆┿╋╇′¨╁┿»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
14.30 〈/] «¨╀[┿〈′｠╈ ¨〈]』╄〈», 3-4 ]╄[╇╇
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «]╄╉[╄〈｠ ]〈[¨╈′¨]〈╇»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. 』╄╋‶╇¨′┿〈 [¨]]╇╇. 《╇′┿╊
20.30, 01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
21.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
22.05 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.25 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
01.20 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
02.50 》/《 «]′╄╂┿ ╉╇╊╇╋┿′╃╅┿[¨»
04.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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ÀÍÊÉÇ
╃きうすさうえ"╉[╇〉【¨╁

‶さけょけかあっくうっ0"′ぇつぇかけ"ゃ"わ346"けす"4:"けおすはぉさは"4232"ゅけょぇ′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ. ‶さけょけかあっくうっ ゃ わ126-127, 129, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 1, 3, 4, 10, 13, 16, 18, 24, 30, 33, 36.
〉あっ すっきくっかけ, おけゅょぇ きに くぇおけくっち こさけゃけょうかう 

¨かぬゅせ ょけ ょけきぇ; けくぇ う くぇ しぇきけき ょっかっ あうかぇ くっ-
こけょぇかひおせ, くけ きっくは ねすけす こせすぬ くっゃっょけきけ けすつっゅけ 
おさぇえくっ せゅくっすぇか, う けすすけゅけ こけおぇいぇかしは しかうておけき 
ょけかゅうき. ぅ くっ いくぇか, け つひき ゅけゃけさうすぬ, すぇ あっ う ゃけ-
ゃしっ おぇお ゃけょに ゃ さけす くぇぉさぇかぇ. ¨ゅさぇくうつうゃてうしぬ 
«こうけくっさしおうき» こけちっかせえつうおけき, けくぇ こけきぇたぇかぇ 
させつおけえ:

– ]こぇしうぉけ ゃぇき, きぇかぬつうおう, ょぇゃくけ すぇお たけさけてけ 
くっ ぉにかけ. ぅ… ╁に いぇたけょうすっ, こけあぇかせえしすぇ.

′ぇき し ╃けぉさにき すけあっ ぉにかけ たけさけてけ, くけ, っしかう 
けく せあっ くっ たけすっか ぉっゅぇすぬ, すけ は くっ あっかぇか ょぇあっ 
さぇいゅけゃぇさうゃぇすぬ. ╇ ゃ こっさっょっさあおせ すけあっ ゃけいゃさぇ-
とぇすぬしは くっけたけすぇ: くせ くっ きけゅせ は しっゅけょくは せあっ ねすせ 
ゃしの ゃぇおたぇくぇかうの ゃうょっすぬ. ╁いゅかはくせか くぇ つぇしに: 
ぇゃすけぉせしに っとひ たけょはす. ╁にえょは くぇ すさぇおす, しおけさっっ 
くっ さってうかしは, ぇ こけょつうくうかしは つっきせ-すけ くっゃっょけきけ-
きせ, けす きっくは くっ いぇゃうしはとっきせ:

– [ぇい せあ くぇし くっ こけいゃぇかう ゃ ゅけしすう, ╃けぉさにえ, 
こけったぇかう すけゅょぇ おけ きくっ, こけおぇあせ すっぉっ しゃけえ たけかけ-
ょうかぬくうお し ぉぇすけくぇきう. 》けすぬ おすけ-すけ, ょぇ ゃ ゅけしすはた 
こけぉにゃぇっす, すぇお つすけ ぉせょってぬ せ きっくは ╁うくう-‶せ-
たけき. ┿ は, ゃにたけょうす, ╀さぇすちっき ╉さけかうおけき, すけかぬおけ 
っしすぬ きっくは くっ くぇょけ. ぁた. ′ぇ ぇゃすけぉせしっ, おしすぇすう,  
せきっってぬ っいょうすぬ? – う こさけこせしすうか すけゅけ ゃこっさひょ ゃ 
さぇしおさにゃてうっしは ょゃっさう ゃけゃさっきは こけょなったぇゃてっゅけ 
«しおけすけゃけいぇ», – ╋けかけょっち, せきっってぬ. ]ぇょうしぬ ゃけす 
いょっしぬ, う くっ ゃいょせきぇえ くう お おけきせ こさうくのたうゃぇすぬしは: 
けす かのょっえ すけかぬおけ くぇしきけさお う おぇさうっし.

‶ひし ぇあ きっすさけゃ いぇ ょゃっしすう けす ょけきぇ くぇつぇか 
ゃっさすっすぬ たゃけしすけき う しおぇかうすぬしは, こけゅかはょにゃぇは, ゃに-
すぇさぇとうゃ しゃけう ゅかぇいうとう, くぇ きっくは. ┿, う かってうえ し 
くうき! ¨すこせとせ, こせしすぬ こけぉっゅぇっす こっさっょ しくけき: は-すけ 
すけつくけ こけっき しっえつぇし しせこつうおぇ う くぇ ぉけつけお, こさう-
すけきうかしは は し ねすうきう こっさっあうゃぇくうはきう. ╃ぇ う くぇう-
ゅさぇかしは ょけしにすぇ, こけょ しぇきせの いぇゃはいおせ, ゃ けすかうつうっ 
けす ╃けぉさけゅけ: すけす  しぇき こさうゃひか きっくは お きけっえ ょゃっ-
さう, ぇいぇさすくけ こけしゃっさおうゃぇは ゅかぇいぇきう ゃ こけかせきさぇおっ 
こけょなっいょぇ. ╁しひ ぉに っきせ うゅさせておう.

5. ╋╇╊¨]╄[╃╇╄ ╁¨╊╉¨╁
]おけすうくぇ, ゃ くけゅぇた せ きっくは せかひゅしは! ぅ あっ っきせ 

しこっちうぇかぬくけ ゃつっさぇ しすぇさせの すっかけゅさっえおせ ゃ こさう-
たけあおっ おうくせか, ぉかうく. ]けゃしっき けぉくぇゅかっか, しゃけ-
かけつぬ! ]こうたくせゃ くぇゅかっちぇ し ょうゃぇくぇ, いぇけさぇか:

– ╋っしすけ! ╂ょっ すゃけひ きっしすけ, すせこけせきくけっ あうゃけす-
くけっ?! ╉ぇおけゅけ かってっゅけ すに おけ きくっ くけつぬの こさけ-
おさぇかしは?! ╅うゃけ くぇ きっしすけ! – こひし, こけょあぇゃ たゃけ-
しすうお う おかぇちぇは こけ こけかせ おけゅすはきう, しこさはすぇかしは ゃ 
こさうたけあっえ, くけ くけし う けょうく ゅかぇい けしすぇゃうか-すぇおう 
ゃ おけきくぇすっ, – ╁けす う しうょう すぇき, しっえつぇし せきけのしぬ, 
すけゅょぇ う こさけゅせかはっきしは, いぇょくうちぇ すに ゃけかけしぇすぇは.

╃ぇ せあ, くっ しぇきぇは こさうはすくぇは こけゅけょおぇ: くぇおさぇ-
こにゃぇっす, う こぇしきせさくけ, おぇお かぇきこけつおっ ゃ こうとっ-
ゃけょっ. ╃けぉさけきせ あっ, こけたけあっ, ゃしひ ゃ さぇょけしすぬ う 
ゃ くけゃうくおせ: いぇぉさけしぇゃ かぇこぇきう けすたけょに あういくっ-
ょっはすっかぬくけしすう, けく すせす あっ こけぉっあぇか けしゃぇうゃぇすぬ 
ょゃけさ. ]おせつぇは, は いぇおせさうか くぇ ゅけかけょくにえ あっかせ-
ょけお こけょ くぇゃっしけき ゃけいかっ こけょなっいょぇ: こせしすぬ きけお-
くっす, ゅぇょ, けく ゃしひ さぇゃくけ ゃ ておせさっ,  ぇ は – ゃ けょくけえ 
かうてぬ おせさすけつおっ くぇ ゅけかけっ すっかけ. ¨こぇ! 〈けかぬおけ 
ねすけゅけ くっ たゃぇすぇかけ: ╀けさぬおうく ぉせかぬすうお-こっさっさけ-
しすけお ゃにぉっあぇか うい しけしっょくっえ ょっゃはすうねすぇあおう, ょぇ 
っとひ う こさはきうおけき お きけっきせ こしせ! 』すけ あっ は っゅけ くっ 
こさうしすっゅくせか-すけ? ╀ぇくょうすに あっ すけあっ こけさけえ さぇくけ 
こさけしにこぇのすしは, きっさいぇゃちに! ┿ つすけ ╀けさぬおぇ – ぉぇく-
ょうす, うかう, おぇお しっえつぇし ゅけゃけさはす, さねおっすうさ, ゃしっき 
くぇ 〉さぇかきぇてっ ういゃっしすくけ. ╁にぉさけしうゃ しうゅぇさっすせ, 
こさはきけ ゃ すぇこけつおぇた こけぉっあぇか お おけぉっかはき, くぇょっはしぬ 
こさっょけすゃさぇすうすぬ おさけゃけこさけかうすうっ. ╁しひ, くっ せしこっか: 
くぇつぇかけしぬ. ╁うょっか すけかぬおけ, つすけ けす こっさゃけゅけ ぉさけ-
しおぇ ╃けぉさにえ せゃっさくせかしは, くけ こけ たけょせ せしこっか-すぇおう 
せたゃぇすうすぬ «ぉけえちぇ» いぇ たけかおせ. 〈けす あっ, おさせすくせゃ-
てうしぬ くぇ きっしすっ, ゃちっこうかしは ょけぉうおせ つせすぬ こけくうあっ 
ゅさせょうくに, けょくぇおけ, しかぇゃぇ ╀けゅせ, くっ ゃ くけゅせ: すぇおけえ 
かぇこせ くぇ さぇい こっさっおせしうすぬ きけあっす.

– ╀けさは, すゃけの きぇすぬ! – いぇけさぇか は, こけょぉっあぇゃ お 
ょさぇつせくぇき, – 》ゃぇすぇえ しゃけっゅけ いぇ たゃけしす, は しゃけっゅけ 
いぇ けてっえくうお こさうょっさあせ!

╀にしすさけ さぇいくはすぬ くっ こけかせつうかけしぬ, つっゅけ は, つっしす-
くけ ゅけゃけさは, うしこせゅぇかしは: ぉせかぬすっさぬっさ せあっ たさうこっか, 
くけ たゃぇすおう くっ けしかぇぉかはか. ╋に し しけしっょけき くぇ ゃっしぬ 
ょゃけさ けさぇかう «《せ!», くけ こしぇき, こけたけあっ, ぉにかけ くぇ 
ねすけ くぇこかっゃぇすぬ: せ くうた しゃけう さぇいぉけさおう. ′ぇおけくっち 
きに けすけょさぇかう うた ょさせゅ けす ょさせあおう, ういさはょくけ こけょ-
さぇくくにた, くけ – ゃさけょっ くっゃさっょうきにた. ┿ つすけ おけあぇ 
かけしおせすぬはきう  ゃうしうす, すぇお ねすけ っさせくょぇ: いぇてすけこぇすぬ 
きけあくけ. ¨しすぇすおう しこうさすぇ せ きっくは ょけきぇ ょけかあくに 
ぉにすぬ, ぇ くうすおせ し うゅけかおけえ きに ゃしっゅょぇ くぇえょひき. 

– ╀けさぬ, こさうゃっす, – ゃにすっさ は こけす しけ かぉぇ, – 〈に 
つっゅけ しゃけっゅけ くっ ょっさあぇか-すけ? 

– ╇ょう くぇ たさっく! – っょゃぇ しょっさあうゃぇは しゃけっゅけ こしぇ 
けす こさけょけかあっくうは ゃにはしくっくうは けすくけてっくうえ, いぇ-
けさぇか すけす, – ¨ぉけうた せぉぬの! 

– ′っ すけさけこうしぬ ゅけゃけさうすぬ «ゅけこ», ╀けさは, – こさう-
かっこうか は ぉけかすぇのとうえしは かけしおせす おけあう ╃けぉさけきせ 
けぉさぇすくけ くぇ ゅさせょぬ, – ′っ ょっさあうすしは, ひかおう. ╃ぇゃぇえ 
すぇお: は しっえつぇし けすゃっょせ しゃけっゅけ ょけきけえ, ゃけいぬきせ 
うゅけかおせ し くうすおけえ う すゃけっゅけ いぇてぬの. ╋けえ こけすっさ-
こうす きうくせす ょゃぇょちぇすぬ, くうつっゅけ し くうき くっ しかせつうす-
しは. ‶けょけあょひてぬ?

– ┿ すに おすけ – ゃっすっさうくぇさ, つすけ かう? – けこってうか 
さねおっすうさ.

– 》せあっ, ╀けさは, たせあっ: は – しけぉぇつくうお, きくっ しけ-
ぉぇおせ つすけ せぉうすぬ, つすけ ゃにかっつうすぬ – ゃしひ けょくけ. ╀せ-
ょってぬ あょぇすぬ?

– 〈けかぬおけ ぉにしすさけ, – し せょうゃかっくうっき ゃいゅかはくせか 
すけす くぇ きっくは. 

‶っさゃにき ょっかけき は いぇゃはいぇか ぉせかぬすうおせ きけさょせ, 
ぇ すけ は – くっ ╃けぉさにえ, せ きっくは ておせさぇ すけくおぇは う 
つせゃしすゃうすっかぬくぇは, ぇ おけしすう う すけゅけ すけくぬてっ. ╀けさは 
ょっさあぇか しゃけっゅけ こうすけきちぇ, は あっ, さぇいかけあうゃ くぇ 
しおぇきっっつおっ ゃしひ くっけぉたけょうきけっ, けぉさぇぉけすぇか さぇくせ 
しこうさすけき, つすけ こしせ はゃくけ くっ こけくさぇゃうかけしぬ, う こさう-
くはかしは てうすぬ おさぇは. ╆ょっしぬ ょっかけ けぉしすけはかけ こさけとっ 
くっおせょぇ: ゅかぇゃくけっ, つすけぉに てっさしすぬ ゃけゃくせすさぬ くっ 
こけこぇょぇかぇ, ぇ すぇお ぉけえちせ ぉにかけ ょけ かぇきこけつおう, つすけ 
すぇき し くうき ょっかぇのす: おけあぇ-すけ せ くうた ぇぉしけかのすくけ 
くっつせゃしすゃうすっかぬくぇは. ¨しすぇゃうゃ けすゃっさしすうっ しくういせ, 
せおぇいぇか くぇ くっゅけ ╀けさっ:

– ぁすけ しこっちうぇかぬくけ, ょかは ょさっくぇあぇ, けすしのょぇ 
ゅくけえ ぉせょっす ゃにたけょうすぬ. ╁ うょっぇかっ ぉにかけ ぉに くっ-
こかけたけ たけすは ぉに さぇい ゃ ょっくぬ すせょぇ すぇきこけくつうお うい 
しおさせつっくくけゅけ ぉうくすぇ, しきぇいぇくくけゅけ きぇいぬの ╁うて-
くっゃしおけゅけ, いぇしけゃにゃぇすぬ, くけ くっす – すぇお くっす, う すぇお 
いぇあうゃひす. ╁しひ, こけおぇ, しけしっょ, こけてひか は しゃけっゅけ 
てすけこぇすぬ.

– ‶けしすけえ, すっぉは いけゃせす-すけ おぇお? – う こさけすはくせか 
かぇょけくぬ, – ぅ – ╀けさは.

– ‶ぇてぇ は. ╇いゃうくう, くけ させおぇ ゃしは ゃ おさけゃう, すぇお 
つすけ けしすぇゃうき いくぇおけきしすゃけ ょけ しかっょせのとっゅけ さぇいぇ, 
うょひす? ╇ ょぇゃぇえ ゃこさっょぬ ゃにゅせかうゃぇすぬ しゃけうた いゃっ-
さっえ けしすけさけあくっっ, ぇ すけ すぇお くうすおう せ きっくは しおけさけ 
おけくつぇすしは. ‶けおぇ, きけあっす, ゃっつっさけき せゃうょうきしは.

‶さういくぇすぬしは, ╃けぉさけゅけ は いぇてうゃぇか ゃしひ あっ ぉけ-
かっっ すとぇすっかぬくけ: せ きっくは-すけ かうてくうた ょっくっゅ くぇ 
くぇしすけはとうた ゃっすっさうくぇさけゃ, っしかう つすけ, くっす.  ‶けしっ-
すけゃぇゃ くぇ しせょぬぉせ-いかけょっえおせ, さぇいょっかうか けしすぇすおう 
しせこぇ こけこけかぇき.  ╁けす う ゃしひ, くっすせ ぉけかぬてっ しせこつう-
おぇ, しっゅけょくは こさうょひすしは しゃっあうえ ゃぇさうすぬ. ┿, おせこかの 
しっゅけょくは おせさうくにた てっえ ょぇ かぇこ, ゃっさきうてっかぬ せ 
きっくは ゅょっ-すけ っしすぬ, おぇさすけておぇ – すけあっ. [ぇいにしおぇゃ 
ゃ はとうおっ ょかは うくしすさせきっくすけゃ ょっょけゃけ っとひ こけさ-
すくはあくけっ てうかけ, し こけきけとぬの おけすけさけゅけ けく こけょ-
てうゃぇか ゃぇかっくおう, けしすぇゃうか ╃けぉさけゅけ けたさぇくはすぬ 
おゃぇさすうさせ う けすこさぇゃうかしは くぇ さぇぉけすせ.

╉けかぬおぇ ゃしすさっすうか きっくは しかっゅおぇ くぇしきってかうゃけ:
– 』すけ, ╇ゃぇくにつ, せしにくけゃうすぬ しゃけっゅけ いゃっさは さっ-

てうか? ′っ けぉうあぇえしは, は すぇお. ′ぇ, おぇお う けぉっとぇか, 
ょっくぬゅう は こさうゃひい, – う こさけすはくせか すせゅさうおう, – しっ-
ゅけょくは こけ ょけきぇき さぇいゃっいひき?

– 〈に きけあってぬ しゃけひ たけすぬ いょっしぬ し けしすぇかぬくにき 
くぇさけょけき ゃにょせすぬ, ぇ は こさっょこけつうすぇの こけねおけくけ-
きうすぬ: おけゅょぇ っとひ すぇおぇは たぇかはゃぇ こけょゃっさくひすしは? 
′っ こけくはか: けくう すぇき つすけ, せあっ けこはすぬ こぬのす? – おうゃ-
くせか は くぇ かせあぇえおせ ゃけいかっ きぇくゅぇかぇ.

– ┿ こけつすう くうおすけ う くっ さぇしたけょうかしは, おぇお は こけ-
くはか: こけ けつっさっょう こけしこはす, う けこはすぬ こけ くけゃけえ, 
– せしきったくせかしは ゃけょうすっかぬ. – 〉あっ こぇさせ さぇい いぇ 
ょさけゃぇきう ぉっゅぇかう, ょぇ う ゅけかけゃ くぇ ょゃっ てすせおう こさう-
ぉぇゃうかけしぬ. ‶けっょっき-すけ おけゅょぇ? 

– ┿ つすけ すはくせすぬ? ]っえつぇし う くぇつくひき, – う は, けす-
おさにゃ こっさゃせの こけこぇゃてせのしは おかっすおせ, ょけしすぇか ょっ-
ょけゃしおけっ てうかけ.

╆ぇあぇゃ てぇゃおせ ゃ せゅかせ, いぇそうおしうさけゃぇか っえ きけさ-
ょせ, う ゃけゅくぇか てうかけ ゃ ゅかぇい こけ しぇきせの させおけはす-
おせ. ╁けす う たけさけてけ: しさぇいせ こけかせつうかけしぬ, ょぇあっ くっ 
こけょさにゅぇかぇしぬ. 〈せす あっ けぉきはおかぇ う せこぇかぇ. 〈ぇお, っひ 
しけしっょおぇ, こけたけあっ, こけくはかぇ, つすけ っひ あょひす すぇ あっ 
せつぇしすぬ, う すぇお こさけしすけ くっ ょぇしすしは. ╁いはゃ うい きぇてう-
くに ょせぉうくおせ, けゅさっか っひ つすけ っしすぬ しうかに こけ ぉぇておっ 
う こけゃすけさうか こさけちっょせさせ てうかけせおぇかにゃぇくうは.

– ╇ゃぇくにつ, すに つすけ, しょせさっか? – けこってうゃ, ゃいゅかは-
くせか くぇ きっくは ゃけょうすっかぬ.

– ′っす, おけくっつくけ, – こけょすぇとうか は すさせこうおう お 
ゃにたけょせ うい おかっすおう, – 〈に くっ いぇぉにか, つすけ くぇし くぇ 
しぇきけけおせこぇっきけしすぬ こっさっゃけょはす? ┿ っしかう くぇし いぇゃ-
すさぇ ねすけす ょうすうかうく こけおせこぇすぬ いぇ しゃけう ょっくぬゅう いぇ-
しすぇゃはす? 〈に いくぇってぬ, しおけかぬおけ けく しすけうす? ╁けす う は 
すけあっ くっ いくぇの. 〈ぇお つすけ かせつてっ いぇさぇくっっ いぇこぇ-
しすうしぬ, きぇかけ かう つすけ ぉせょっす. ╉うょぇえ ねすうた ゃ おせいけゃ, 
は ょぇかぬてっ こけてひか.

【すせお てっしすくぇょちぇすぬ-しっきくぇょちぇすぬ いぇおけかぉぇ-
しうか, ょぇあっ しけ しつひすぇ しぉうかしは. ┿ つすけ? ¨つっくぬ ょぇあっ 
せょけぉくけ, けこっさぇすうゃくけ, こけつすう ぉっいぉけかっいくっくくけ, う 
こさぇおすうつっしおう ぉっい おさけゃう. 

– ╇ゃぇくにつ, すに いぇつっき しすけかぬおけ くぇぉうか-すけ? – しけ-
ゃしっき けすせこっか けす きけっゅけ こけゃっょっくうは ╉けかぬおぇ.

– ′ぇ させおう こけかっえ, – いぇしせつうか は させおぇゃぇ, – 』ぇしすぬ 
きに しょぇょうき ╁ぇくぬおっ, けしすぇかぬくけっ – くぇ きけゅうかぬくうお: 
くぇょけ あっ すぇき たけすぬ おけきせ-すけ うい くぇし こけはゃうすぬしは, ぇ 
すけ おけゅょぇ っとひ ねすう こさけゅかけすに けつせたぇのすしは? ╁しひ-
ゃしひ, たゃぇすうす. ‶けかけすっくちっ ょぇえ. ┿ゅぇ, しこぇしうぉけ. ╃ぇ-
ゃぇえ こけおせさうき う こけっょっき.

╉けかは いぇゅけゃけさうか すけかぬおけ くっこけょぇかひおせ けす ╁ぇくぬ-
おうくけゅけ ょけきぇ:

– ′っす, ╇ゃぇくにつ, は ぉに, くぇゃっさくけっ, すぇお くっ しきけゅ. 
– 〈ぇお すっぉは くうおすけ う くっ いぇしすぇゃかはっす. ╆ぇすけ けくう 

くっ きせつぇのすしは, さぇいゃっ あっ ねすけ こかけたけ? ╊うつくけ は 
しつうすぇの, つすけ は こさぇゃうかぬくけ こけしすせこぇの, – う, けす-
おさにゃ けおけておけ, くっさゃくけ いぇおせさうか. – 》けすは すに, おけ-
くっつくけ, こさぇゃ: すはあっかけ ねすけ, ゃ こけしかっょくっっ きゅくけゃっ-
くうっ ゃいゅかはょ せきうさぇのとっえ けす すゃけっえ させおう すゃぇさう 
こけえきぇすぬ. ╋っさいおけ, くけ ゃっょぬ くぇ ねすけす しかせつぇえ せ くぇし 
しこうさす っしすぬ? ¨, しきけすさう, – う すおくせか しうゅぇさっすけえ ゃ 
しすっおかけ, – けぉぇ くぇし ゃしすさっつぇのす, ょぇあっ ねすけす すゃけえ 
ぉけちきぇく ゃにてっか. 

– ╋うつきぇく, – こけこさぇゃうか きっくは ゃけょうすっかぬ.
– ┿, おぇおぇは さぇいくうちぇ, いぇっいあぇえ.
]こさにゅくせゃ くぇ すさぇゃせ ゃけ ょゃけさっ, こけょぇか かぇょけくぬ 

╁ぇくっ:
– ╆ょさぇゃしすゃせえ. 』すけ いぇ すけさあっしすゃっくくにえ こさう-

ひき? ╃ぇ っとひ う し こけきけとくうおけき! ╇かう は くっおしすぇすう 
こさうったぇか? 

– ‶ぇてぇ, け つひき すに ゅけゃけさうてぬ?! – けぉたゃぇすうか けく 
しゃけうきう ゃぇすくにきう させつおぇきう きけの させおせ. – 〈に ゃしっゅ-
ょぇ – しぇきにえ ょけかゅけあょぇくくにえ ゅけしすぬ! ┿ せ きっくは ょかは 
すっぉは こけょぇさけお. ‶けょけあょう, しっえつぇし こさうくっしせ, – う 
せてひか ゃ ょけき. ╁っさくせゃてうしぬ, こけょぇか きくっ こっさつぇす-
おう. – ‶さうきっさぬ! 

╃ぇ, ねすう こけかせつうかうしぬ はゃくけ すけかとっ, つっき こさっ-
ょにょせとうっ: せしこっかう こしうくおう てひさしすおう けすさぇしすうすぬ. 
′け くっあくにえ とっくはつうえ いぇこぇた ゃしひ あっ けしすぇかしは, 
こさうはすくっくぬおうっ こけかせつうかうしぬ こっさつぇすおう, すひこかっくぬ-
おうっ. ╄とひ さぇい こけかのぉけゃぇゃてうしぬ くぇ くうた, いぇしせくせか 
ゃ おぇさきぇく:

– ]こぇしうぉけ, ょさせゅ. ぅ お すっぉっ すけあっ くっ し こせしすにきう 
させおぇきう. ]ぇき けすおさけってぬ, うかう きくっ ょけゃっさうてぬ? – 
う, くっ ょけあうょぇはしぬ けすゃっすぇ けす ねすけゅけ ぉっかけさせつおう, 
しぇき けすおさにか おせいけゃ. – ╉ぇお すっぉっ せかけゃ?

〈けす ぇあ ゅかぇいぇ ゃにすぇさぇとうか. ‶さうゃしすぇか くぇ ちに-
こけつおう, いぇすっき う ゃけゃしっ いぇかっい ゃくせすさぬ:

– ╇ くぇ おけえ きくっ すぇお きくけゅけ-すけ? ╇ こけつっきせ けくう 
ゃしっ せ すっぉは けょくけゅかぇいにっ? ¨くう つすけ, しけゃしっき きひさす-
ゃにっ? – う たけいはうく こけこうくぇか ぉかうあぇえてせの お ゃに-
たけょせ こぇさけつおせ.

– ╁しっ, – おうゃくせか は. – ┿ぉしけかのすくけ ぉっい たうきうう: 
てうかけき ゃ ゅかぇい, う けすかっすっかぇ しけぉぇつぬは ょせてっくぬ-
おぇ くっいくぇきけ おせょぇ. ┿ つすけ きくけゅけ, すぇお ねすけ う しぇき 
いくぇの: しおけかぬおけ くぇこうたぇかけしぬ. ¨すぉっさう, おぇおうっ 
すっぉっ くさぇゃはすしは, けしすぇかぬくにた ょぇかぬてっ こけゃっいせ.

– ′ぇ ╁╇╆? – さっゃくうゃけ こけしきけすさっか すけす くぇ きっくは.
– ╉ぇお こけかせつうすしは, – せおかけくうかしは は けす けすゃっすぇ. 

– ╋けあくけ, おけくっつくけ, う くぇ きけゅうかぬくうお, くけ すぇき くっ 
こかぇすはす, しゃけかけつう. 

〈けす いぇしけこっか くっょけゃけかぬくけ, しこけかい くぇ いっきかの, 
う っとひ さぇい, いぇおせしうゃ ゅせぉせ, こけしきけすさっか くぇ かけたきぇ-
すにっ, っとひ すひこかにっ, すさせこうおう:

– ╁けいぬきせ ょっしはすぬ, すけかぬおけ ぉけかぬてっ くうおけきせ くっ 
ゃけいう. [ぇいゃっ は すっぉっ こかけたせの ちっくせ ょぇの? ′っ くぇょけ 
きっくは けぉうあぇすぬ, は あっ しすぇさにえ せあっ, いぇつっき すに しけ 
きくけえ すぇお? 

– ╃ぇ おぇおけえ すに しすぇさにえ, くぇゅけゃぇさうゃぇってぬ すせす くぇ 
しっぉは. 》けさけてけ, すけかぬおけ さぇょう すっぉは けすゃっいせ けしすぇかぬ-
くにた くぇ しおけすけきけゅうかぬくうお, けぉっとぇの. ╃ぇゃぇえ こさうしは-
ょっき, こせしすぬ すゃけえ さぇぉけすくうつっお しぇき けすぉうさぇっす すった, 
つすけ こけあうさくっっ, ょぇ こけつうとっ, – う ゃしこけきくうか こさけ 
しゃけひ くぇきっさっくうっ こけぉかうあっ こけいくぇおけきうすぬしは し ╋うつ-
きぇくけき. –  ╃ぇ, おしすぇすう, ょぇゃぇえすっ ゃ ゃにたけょくにっ ゃきっ-
しすっ くぇ さにぉぇかおせ しなっいょうき, おぇお すっぉっ すぇおぇは うょっは? 
╋ぇてうくぇ せ きっくは っしすぬ, ╉けかぬおぇ っひ いぇこさぇゃうす, ょぇ う 
せょけつおう せ くっゅけ うきっのすしは. ] ゃぇし – すけかぬおけ ゃけょおぇ う 
いぇおせしおぇ. ¨ょくうきう きせあうおぇきう しなっいょうき, ぇ?

– ╋にしかぬ-すけ おけくっつくけ, たけさけてぇは, – いぇしけこっか 
きはしくうお, – ぇ きはしけき おすけ いぇくうきぇすぬしは ぉせょっす? ′っす 
せあ, こけおぇ しっいけく, さぇいなっいあぇすぬ くっおけゅょぇ. ╆うきけえ – 
こけあぇかせえしすぇ, ぇ こけおぇ すっこかけ, う ょせきぇすぬ いぇぉせょぬ. 

– ╅ぇかぬ, – こさけょけかあぇの は さぇいにゅさにゃぇすぬ しゃけの 
おけきぉうくぇちうの. –  ′け きくっ おぇあっすしは, つすけ いさは すに 
けすおぇいにゃぇってぬしは: すぇき あっ う すけつおせ きけあくけ けす-
おさにすぬ, ょぇ けすょにたぇのとうき きはしおけ いぇょけさけゅけ こさっょ-
かぇゅぇすぬ. ┿ っしかう し しけぉけえ っとひ う ゃけょけつおう し こうゃけき 
ゃいはすぬ – すぇお う ゃけゃしっ けつっさっょぬ お すっぉっ ゃにしすさけ-
うすしは. ‶けょせきぇえ, は すっぉっ こかけたけゅけ くっ こけしけゃっすせの.

〈けさゅけゃっち しけぉぇつぬうき すっかけき いぇょせきぇかしは. ╁しっ-
さぬひい すぇお, つすけ-すけ こけょ くけし しっぉっ てっこすぇか ょぇ こぇかぬ-
ちに いぇゅうぉぇか. ′ぇおけくっち, さってうゃてうしぬ, ゃちっこうかしは ゃ 
しおぇきっえおせ, くぇおかけくうゃてうしぬ ゃこっさひょ:

– ‶けこさけぉけゃぇすぬ きけあくけ. ┿ おせょぇ ったぇすぬ-すけ?
– ′ぇてひか, せ おけゅけ しこさけしうすぬ, – こけあぇか は こかっつぇ-

きう, こけしっすけゃぇゃ しっぉっ, つすけ ねすけす ゃけこさけし くっ けぉしせ-
ょうか し ╉けかはきぉけえ. – ′ぇょけ すせょぇ, ゅょっ くぇさけょ っしすぬ う 
こけょなっいょ くけさきぇかぬくにえ: は しゃけの きぇてうくせ ゅさけぉうすぬ 
くっ しけゅかぇしっく, けくぇ う すぇお せあっ くぇ かぇょぇく ょにてうす.

– ┿ せ すっぉは おぇおぇは? – いぇょせきつうゃけ こけしきけすさっか 
たけいはうく くぇ くっすけさけこかうゃせの こさけちっょせさせ さぇいゅさせいおう.

– ╃ぇ «おけこっえおぇ» しすぇさぇは, せあ う くっ こけきくの, おぇ-
おけゅけ ゅけょぇ. 

– ╃ぇ, きぇかけゃぇすぇ, – せおけさういくっくくけ こけおぇつぇか すけす 
ゅけかけゃけえ, – ┿ くぇ ゃっいょったけょぇた すに っいょうすぬ せきっってぬ? 
╊ぇょくけ, こけえょひき, しぇき こけしきけすさうてぬ, – う こけゃひか 
きっくは くぇ いぇょくうえ いぇこけゃっょくにえ ょゃけさ, いぇ おぇかうすおせ.

ぅ けしきけすさっかしは: くうつっゅけ けしけぉっくくけゅけ, っしかう くっ しつう-
すぇすぬ いょけさけゃっくくけえ こかぇたう ゃ せゅかせ し ゃけすおくせすにき ゃ くっひ 
けすくのょぬ くっ ょっすしおうき すけこけさうおけき. [はょけき – てうさけおうえ 
おさっこおうえ ょけとぇすにえ しすけか, ぇかのきうくうっゃにっ おぇしすさのかう 
う きぇくゅぇか. ┿ ゃけす ゃ つひき-すけ しさっょくっき きっあょせ ゅぇさぇ-
あけき う しぇさぇっき しすけうす ょけ ぉけかう いくぇおけきにえ いっかひくにえ 
ぇさきっえしおうえ «おけいかうお», こさぇゃょぇ, し ゅさぇあょぇくしおうきう 
くけきっさぇきう. ╆ぇこにかひくくにえ ょけくっかぬいは, くぇ こけかせしこせ-
とっくくにた しおぇすぇた, ょぇ っとひ う こすうちぇきう けぉゅぇあっくくにえ.
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕСОК от 1 куб. м
Т. 8-912-26-91-250

Р
Е
К
Л
А
М
А

Для тех, кто ценит свое время 
и бережёт свои нервы!

В Берёзовском БТИ и РН Вы можете 

заказать следующие виды услуг:

� Оформление документов на земельные участки и 

домовладения

� Оформление наследственных прав

� Оформление документов для приватизации квартир

� Подготовка документов к сделке купли-продажи и дарению

� Оформление документов на гаражи, садовые участки

� Оформление документов на ввод в эксплуатацию объектов 

недвижимого имущества

� Оказание услуги в получении технических условий и 

разрешений на строительство объектов недвижимости 

� Составление договоров купли-продажи и дарения (для 

физических и юридических лиц), подготовка и печать соглашений о 

разделе домовладений и земельных участков

� Сопровождение сделок дарения и купли-продажи

� Подбор вариантов для приобретения и продажи объектов 

недвижимого имущества

� Юридические консультации

Ждем вас по адресу: пер. Клубный, 12, каб. № 17

ПН.-ЧТ. с 14.00 до 17.00 ПТ. с 13.00 до 16.00 СБ. с 9.00 до 12.00  

кроме последней субботы месяца

справки по тел. 8 (34369) 4-32-46, 4-12-61
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• ╁けょうすっかう ゃ すぇおしう, くぇ «╁┿╆». 
8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけきせ こさっょこさうはすうの すさっ-
ぉせのすしは しゃぇさとうおう くぇ こ/ぇゃすけきぇす. 
8-922-14-92-724.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• [ぇいくけさぇぉけつうえ, 18-30 かっす, 
ゅさぇあょぇくしすゃけ [《, い/こ 18 す.さ., ゅ. ╀っ-
さひいけゃしおうえ. 8 (343) 344-00-40.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうし-きっくっょあっさ, ょっゃ. 18-30 
かっす, い/こ 18 す.さ., いくぇくうっ ‶╉, こさう-
はすくぇは ゃくってくけしすぬ, ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ. 
8 (343) 344-00-40.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇ ぉぇいせ けすょにたぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ 
すさっぉせっすしは さぇいくけさぇぉけつうえ-うしすけこ-
くうお, い/こ 12 す.さ. 8-903-08-44-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ]おかぇょしおけきせ  おけきこかっおしせ すさっぉせのす-
しは けたさぇくくうおう, せぉけさとうちに, ぉっい 
ゃ/こ. 8-961-77-56-083.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊うちっくいうさけゃぇくくにっ けたさぇくくうおう. 
8-950-64-43-823, 8-912-24-04-795.

[╄╉╊┿╋┿

• 《っさきっさしおけっ たけい-ゃけ «′ぇょっあょぇ» 
こさうゅかぇてぇっす くぇ しっいけくくせの さぇぉけすせ 
さぇいくけさぇぉけつうた, すさぇおすけさうしすけゃ-
きったぇくういぇすけさけゃ. 8-909-01-70-201.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ こさけょぇあぇき し か/ぇ, 
ぉっい け/さ. 213-68-67, 8-950-20-59-926.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお, し け/さ. 8-950-20-59-
926, 213-68-67.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇてうくうしす くぇ ねおしおぇゃぇすけさ-
こけゅさせいつうお JSB, けこにす さぇぉけすに 
けぉはいぇすっかっく. 8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう し ぉけさす. ゅぇいっかぬの, 
こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ. ╂させいつうおう. 
8-905-80-00-089.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ くぇ ぇ/き させおけゃけょうすっ-
かは (けこにす, けす 28 ょけ 50), うくあっくっさ 
こけ けたさぇくっ すさせょぇ, しすけかはさに-
しすぇくけつくうおう. 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., ′╀‶, させし-
しおうき. 8-950-65-92-669.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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
• ╉けきくぇすせ, 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, 58 き2, ぉかぇゅ., ぉぇくは, 
こけしすさけえおう, 6 しけす. ╇かう きっくはの くぇ 
╀っさっいけゃしおうえ う ょさ. ゅけさけょぇ. 8-950-
19-76-378.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉/し わ78 (さ-く ¨あ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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ こけ かっしすくうちぇき. 8-963-

03-59-710.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けしすぇゃおぇ: 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ-けすょっかけつくうお し け/さ ゃに-
こけかくうす さっきけくす ゃ ゃぇてっえ おゃぇさすうさっ いぇ 
せきっさっくくせの ちっくせ. 8-912-60-38-549.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かぇしすうおけゃにっ けおくぇ, ょゃっさう, 
かけょあうう けす こさけういゃけょうすっかは. ╉ぇ-
つっしすゃけ, ゅぇさぇくすうう, しおうょおう. 8-904-
38-38-387.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けくすぇあ こかぇしすうおけゃにた けおけく, 
ょゃっさっえ, かけょあうえ けす こさけういゃけょうすっ-
かは ゃしった しかけあくけしすっえ. ╀にしすさけ. ╂ぇ-
さぇくすうは. ]おうょおぇ. 8-908-91-22-104.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈ぇきぇょぇ こさけゃっょっす ゃにこせしおくにっ ゃっ-
つっさぇ. 8-905-80-79-407.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]けちうぇかぬくけ-こぇすさけくぇあくけっ けすょ. 
«╆ぇぉけすぇ»: こさけそっししうけくぇかぬくにえ 
せたけょ いぇ ぉけかぬくにきう, おさせゅかけしせ-
すけつくけっ けぉしかせあうゃぇくうっ, こうすぇ-
くうっ, ゃさぇつ, しけち. すぇおしう. (3439) 
32-73-89, 8-950-19-79-470.

[╄╉╊┿╋┿

• 《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.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けた. 8-922-10-29-462.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶け [けししうう. 8-952-13-80-272.
[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè
8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 

させぉ./つ. 8-904-54-32-354.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 6 す + ゃにておぇ 

22 き. 8-952-13-80-272.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╉さけかうおう, おけきぉうおけさき ょかは 
おせさ-くっしせてっお. 8-922-61-02-636.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶つっかけこぇおっすに しさっょくっさせし-
しおうた こつっか, ゃけとうくぇ, せかぬう. 
8-902-26-01-184.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っすせたう (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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ. 8-950-63-28-079.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╁ぇおぇくしうう′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう

]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

╅うゃけすくにっ

14 àïðåëÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-3514

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

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

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-529.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-145.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すしっゃ, とっぉっくぬ, すけさそ, くぇ-
ゃけい. ╁ きっておぇた. 8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい, こっさっゅくけえ. ╃け-
しすぇゃおぇ. ′ういおうっ ちっくに. 8-922-
12-40-606.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇゃけい, つっさくけいっき, ょさっしゃぇ, 
しおぇかぇ. 8-912-20-52-042.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っかっゃういけさに, «JVC», 
«Samsung», 54 しき. 『. 1800 させぉ. 
(おぇあょにえ). 8-902-27-83-749.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ! ╀っすけくけきってぇかおせ. 
8-909-00-25-529, 8-953-60-93-357.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÈÌÓ
• ]すさけうすっかぬくにえ きせしけさ, ゅさせくす.  
8-904-16-15-763.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

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

[╄╉╊┿╋┿

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

〈さぇくしこけさす¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

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

• [っこっすうすけさ こけ つっさつっくうの, ゃに-
こけかくの つっさすっあう. 8-905-80-79-407.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

]こっちすったくうおぇ

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.

[╄╉╊┿╋┿

『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

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶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.
[╄╉╊┿╋┿

╀ういくっし



15ÂÀÊÀÍÑÈÈ, ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
14 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

′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

[╄
╉╊

┿╋
┿

だだだ "ばëí¿でÜö" öëñßÜñöï　
╆】｠╈╅]【╊『

£/ä äëó ïÜßñïñÑÜçíÖóó
8-922-61-44-242

[╄
╉╊

┿╋
┿

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 》╅』》《『【

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!
Ìðàìîð, çìååâèê, >àááðî.

Èç>îòîâëåíèå îâàëîâ, ïîðòðåòîâ.
Òåððèòîðèÿ çàâî?à ÁÇÑÊ.

3-07-03
8-912-28-43-961
8-904-98-66-323 [╄

╉╊
┿╋

┿

ÃÁÎÓ ÑÎ ÊØÈ «Ñâåðäëîâñêèé êàäåòñêèé êîðïóñ 
èìåíè êàïèòàíà 1 ðàíãà Ì. Â. Áàííûõ»

äëÜó£çÜÑóö ÖíßÜë Öí 2011-2012 ÜôñßÖ▲ú ÇÜÑ 
ç 5 ó 10 ¡¿íïï▲.

ばï¿Üçó　 äëóñ½í äÜ öñ¿ñâÜÖÜ 
8 (34374) 6-25-92.

23 íäëñ¿　 2011 Ç. ç 14.00 ôíï. ïÜïöÜóöï　 
がñÖá Üö¡ë▲ö▲ê Ñçñëñú äÜ íÑëñïÜ: 

え. 』ふつかちてへ, とし. 〈かにあせけくあてそちそう, 5  

[╄
╉╊

┿╋
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]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿
8-912-04-56-404
8-952-72-83-868

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
ãàááðî, ìðàìîð, 

çìååâèê
℃○°″％○☆″＆°┸ ◇●◎°§☆″＆°┸ 

％£℃☆◎☆″＊＄§％＄ ◆☆◎☆☆″°＊☆″
仝＄○＄£☆″●＆％＃ ○※§☆＆

きがご┽ぐき┽くぐ┸ こ┽ごがき┽きく┽きけ┽ききぐ

[╄
╉╊

┿╋
┿

• ダ┊┍─ 
• デ┅┉└-┄│┅┐┈
• ゼ┅┆┊┎┌┍─┒┍┛┅ 

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

【[. ┧╄╇╄》′〈╄,  10,
┶┺ "┤[ぉょ〈『" 

8-950-63-34-719
[╄╉╊┿╋┿
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┤┦┶┲┼┮┲┯┤

äÜÑÇÜöÜç¡í çÜÑóöñ¿ñú
äëóÇ¿íüíñö 
Öí ÜßÜôñÖóñ

çÜÑóöñ¿ñú ¡íö. ゑ.
ゎごゐとんé 

でごでどぎぜん でとごがだと.
げíÖ　öó　 äëÜêÜÑ　ö 

äÜ íÑëñïÜ:
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ]すさけうすっかっえ, 18 «ぇ»
(てゃっえくぇは そぇぉさうおぇ «╀┿[]»)

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

かうちっくいうは わ3367

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66111 〈うさぇあ 3790. ̈ ぉなっき 4 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33. 

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

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

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

ゐñëñ£Üçï¡óú öëí¡ö, 3
Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
Ü¿. だïÖÜçóÖï¡í　, 8, 
Üâóï 42
öñ¿. (343) 216-25-62
âí¡ï. (343) 216-25-63
www.krovteh.ru
krovteh@intermail.ru

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

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó äèëåðîâ!
╉けかこぇおう くぇ いぇぉけさ, 7 ゃうょけゃ. 
『っくぇ: けす 600 さ./てす.

]くっゅけいぇょっさあぇすっかぬ すさせぉつぇすにえ, 3 き. 
〉しうかっくくぇは おけくしすさせおちうは. 『っくぇ: けす 1200 さ./てす. 

¨ゅさぇあょっくうっ おさけゃっかぬくけっ, 3 き. 
〉しうかっくくぇは おけくしすさせおちうは! 『っくぇ: けす 1800 さ./てす.

[╄╉╊┿╋┿

』ぇしに さぇぉけすに:

‶′-‶〈
]╀
╁]

し 9 ょけ 20 つ.

し 10 ょけ 17 つ.

し 10 ょけ 16 つ.

ТАКСИ «Березовское»
такси нашего города

8-909-0000-232
8-903-0-838-838

Услуга 
АВТОПИЛОТ

[╄╉╊┿╋┿
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¨╀〉』╄′╇╄ ╉┿〈╄╂¨[╇╇ «╁»
• ]さけお けぉせつっくうは 2-2,5 きっしはちぇ
• ¨こかぇすぇ ゃ さぇししさけつおせ
• ┿ゃすけきけぉうかぬ こけ ゃにぉけさせ おせさしぇくすぇ
• ]ゃけえ ぇゃすけょさけき
• ]すせょっくすぇき こさっょけしすぇゃかはっすしは しおうょおぇ
• ╉さっょうす

8-922-61-13-820
せか. ]すさけうすっかっえ, 4, けそ. 601, 

つぇしに さぇぉけすに: こく.-こす.: し 1300 ょけ 1900, しぉ. ゃし.: ゃにたけょくけえ

[╄
╉╊

┿╋
┿

- デ┐┎┊ ┎━┓┗┅┍┈┟ 2,5 ┌┅┑┟┖─
- ガ┎┑┒┓┏┍┛┅ ┖┅┍┛ ┎┒ 15 ┄┎ 18 ┒.┐.
- ヂ┎┝┒─┏┍─┟ ┎┏┋─┒─, ┐─┑┑┐┎┗┊─ ┏┋─┒┅┆─
- デ│┎┟ ┏┋┎┙─┄┊─ ┓┗┅━┍┎┉ ┅┇┄┛
- ダ━┓┗┅┍┈┅ │┎┆┄┅┍┈┞ │ ┓┄┎━┍┎┅ ┄┋┟ ケヮデ │┐┅┌┟
- ゴ┍┄┈│┈┄┓─┋├┍┛┉ ┏┎┄┕┎┄ ┊ ┊─┆┄┎┌┓ ┎━┓┗─┅┌┎┌┓
- ケ┎┇┌┎┆┍─ ┄┎┏┎┋┍┈┒┅┋├┍─┟ ┈┍┄┈│┈┄┓─┋├┍─┟ ┏┎┄┃┎┒┎│┊─

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ 
öñ¿ñâÜÖÜ

8-902-26-24-513 づぎとずんぜん

ぢëÜçÜÑó½ ÖíßÜë Öí ¡Üëï▲ äÜÑÇÜöÜç¡ó 
çÜÑóöñ¿ñú ¡íöñÇÜëóó «ゑ» 

(¿ñÇ¡ÜçÜú íçöÜ½Üßó¿á)

!

«Êàíöëåð»
ぷóëÜ¡óú ç▲ßÜë ¡íÖîöÜçíëÜç, ÖíßÜëÜç Ñ¿　 Ññöï¡ÜÇÜ 
öçÜëôñïöçí ó ¡ÖóÇ

 ç ëÜ£ÖóîÜ äÜ ÜäöÜç▲½ îñÖí½
 ëíßÜöí ï 0ëóÑóôñï¡ó½ó ó âó£óôñï¡ó½ó ¿óîí½ó

〔８ＷＡＸぎ
ｂＮく °Ａ０ＺＷ０ＮｎＱ０ｒが ヲヲ 

ふＸＳ ＸＺＳＷＳＱｍ ｂＮく ¢ＦＳＮＬＳ３ＸＬＳ４Ｓぶ

％０Ｘｍ Ｗ０１ＳＺｍぎ
ＵＱくどＵＺく Ｘ Γくヰヰ ８Ｓ ヲヰくヰヰ
Ｘ１くが ３Ｘく Ｘ Γくヰヰ ８Ｓ ヱΒくヰヰ

8-982-65-69-167

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

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

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

[╄╉╊┿╋┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
しこせすくうおけゃけえ ぇくすっくくに

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

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

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

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