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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 17 ぇこさっかは
╋ぇかけけぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 

ょくひき +7+11, くけつぬの 0-2
╁っすっさ のあくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 738 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 18 ぇこさっかは
╋ぇかけけぉかぇつくけ, ょけあょぬ, 

ょくひき +5+11, くけつぬの 0-2
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 5 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 19 ぇこさっかは
‶ぇしきせさくけ, ょけあょぬ, 

ょくひき +2+8, くけつぬの -1-3
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 722 きき さす.しす.
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, 
そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨ 
う うい ぇさたうゃぇ さっょぇおちうう

╉┿╉╇╋╇ ゃにしけおけたせょけあっしすゃっくくにきう こぇきはすくうおぇきう 
う さっょおうきう ょけしすけこさうきっつぇすっかぬくけしすはきう きけあっす 

こけたゃぇしすぇすぬ きぇかっくぬおうえ こさけゃうくちうぇかぬくにえ ゅけさけょ? ぁすけ 
ゃ ╄ゃさけこっ ゃ こはすうすにしはつくけき こけしっかっくうう けぉくぇさせあうゃぇ-
ってぬ う てうおぇさくせの おけくくせの しすぇすせの XVIII ゃっおぇ, う けさう-
ゅうくぇかぬくけっ きけょっさくうしすしおけっ すゃけさっくうっ. ′け きに すけあっ くっ 
かにおけき してうすに: っしすぬ つすけ こけおぇいぇすぬ ゅけしすはき ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ, ょぇ う しぇきうき たけいはっゃぇき, おけすけさにっ, お しけあぇかっくうの, 
こかけたけ いくぇのす しけぉしすゃっくくせの うしすけさうの.

┵┳┲┴┶ 
┦ ┦┿┹┲┨┱┿┩

╁ ゃにたけょくにっ ゃ ]¨╉ «╊うょっさ» 
しけしすけうすしは こっさゃっくしすゃけ けぉかぇ-
しすう こけ ぉぇしおっすぉけかせ. ╁ しけさっゃくけ-
ゃぇくうう せつぇしすゃせのす おけきぇくょに うい 
╉ぇきっくしおぇ-〉さぇかぬしおけゅけ, ╀けゅょぇ-
くけゃうつぇ, ]せたけゅけ ╊けゅぇ, [っあぇ, ╁. 
‶にてきに, ╊っしくけゅけ, ′けゃけせさぇかぬ-
しおぇ. ′ぇて ゅけさけょ こさっょしすぇゃうす 
おけきぇくょぇ «〉さぇか ╉ゃぇさち». ′ぇ-
つぇかけ きっさけこさうはすうは しっゅけょくは ゃ 
11 つぇしけゃ. 

╁ ゃけしおさっしっくぬっ, すぇき あっ, 17 
ぇこさっかは ゃ 12:30 こさけえょひす ぉぇしおっす-
ぉけかぬくにえ きぇすつ しすせょっくつっしおけえ 
かうゅう. ╁しすさっつぇのすしは おけきぇくょに 
〉さぇか ╂〉《╉ (ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ) う 
╋〈〈〉 (ゅ. ╋ぇゅくうすけゅけさしお). ╁ ねすけす 
あっ ょっくぬ ておけかぬくうおう う ゃいさけしかにっ 
こけぉけさのすしは いぇ ゅけさけょしおけえ おせぉけお ゃ 
くぇしすけかぬくけき すっくくうしっ, くぇつぇかけ しけ-
さっゃくけゃぇくうえ ゃ 10 う 13 つぇしけゃ. 
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╉けかかっおすうゃ ╀っさっいけゃしおけゅけ けすょっかっくうは ¨┿¨ «]ぉっさぉぇくお [けししうう»

で ぶ ん で ど ぽ ぎ  でだでどだごど  
ごげ  ぜぎずだぶぎざ  -

ぜí¿ñÖá¡óê, ÖÜ  　ë¡óê  ó  äëó　öÖ▲ê:
がÜßë▲ê  çïöëñô, çÖó½íÖó　  ÑëÜ£ñú,
でÜ¿ÖñôÖ▲ê  ¿Üôñú, Ü¿▲ßÜ¡  　ïÖ▲ê...

ぢÜïöá  çï、  ~öÜ  ëíÑÜñö ó ゑíï
とí¢Ñ▲ú  ÑñÖá  ó  ¡í¢ÑÜñ  

½ÇÖÜçñÖóñ,
ぶöÜß▲  ¢óöá, ÖíÑñ　ïá  ó  ¿0ß　,

づíÑÜïöÖÜ, ¿ñÇ¡Ü 
ó ï ぞíï¿í¢ÑñÖóñ½!!!

╀にすぬ させおけゃけょうすっかっき – うしおせししすゃけ う っあっょくっゃくぇは 
しかけあくぇは さぇぉけすぇ, おけすけさぇは ╁ぇき せょぇっすしは けつっくぬ せしこってくけ 
う かっゅおけ! ╁しっゅょぇ たけさけてっっ くぇしすさけっくうっ う すっこかぇは せかにぉおぇ 
しけいょぇのす けぇいうし しこけおけえしすゃうは う せゃっさっくくけしすう ゃ しぇきにた 
くっこさけしすにた しうすせぇちうはた. ╋に ゃけしたうとぇっきしは ╁ぇてうき 

すぇかぇくすけき させおけゃけょうすっかは, せきっくうっき さぇしこけかぇゅぇすぬ お 
しっぉっ かのょっえ う けぉなっょうくはすぬ おけかかっおすうゃ.

╃っくぬ [けあょっくうは –  ねすけ けすかうつくにえ こけゃけょ っとひ 
さぇい けとせすうすぬ おぇお つせょっしくぇ う くっこけゃすけさうきぇ 

あういくぬ! ‶せしすぬ ねすけす いぇきっつぇすっかぬくにえ ょっくぬ 
しすぇくっす くけゃけえ しすせこっくぬの くぇ こせすう お 

しぇきにき ゃにしけおうき ょけしすうあっくうはき う 
しぇきにき しきっかにき きっつすぇき!

ПHA>J:<EY?F! 
Ж?E:?F KQ:KLVY…
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┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

] ¨╉〈ぅ╀[ぅ こさけてかけゅけ ゅけょぇ ゃ ╀[ ょかうすしは «きにかぬくぇは けこっさぇ», 
こけしゃはとひくくぇは せすうかういぇちうう せしすぇさっゃてうた ぉけっこさうこぇしけゃ くぇ 

ぇょせえしおけき こけかうゅけくっ. 〉 ういゃっしすくけゅけ しっさうぇかぇ «]ぇくすぇ ╀ぇさぉぇさぇ» 
ぉにかけ 2137 しっさうえ, こけしかっょくうた いさうすっかう すぇお う くっ せゃうょっかう. ]おけかぬ-
おけ こさけょかうすしは くぇて  «ゃいさにゃくけえ» しっさうぇか くっういゃっしすくけ.

╁けっくくにっ こさっょかぇゅぇのす こけすっさこっすぬ 
ょけ おけくちぇ ゅけょぇ, すけゅょぇ いぇおけくつうすしは 
そっょっさぇかぬくぇは こさけゅさぇききぇ, ぇ けょくけ-
ゃさっきっくくけ し くっえ う ゃしっ きせつっくうは 
あうすっかっえ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ. ′け きけあくけ かう うき ゃっさうすぬ? 
ぁすう «つっしすくにっ かのょう» せあっ けぉっとぇ-
かう せきっくぬてうすぬ きけとくけしすぬ ゃいさにゃけゃ, 
くけ こけしっかおけゃにき あうすっかはき くうつせすぬ 
くっ こけかっゅつぇかけ, ぉけかっっ すけゅけ, ねたけ 
しかにてくけ ょぇあっ ゃ しぇきけき ╀っさひいけゃ-
しおけき. ]っえつぇし ゃ ╉っょさけゃおっ あうすっかう 
つぇしすくけゅけ しっおすけさぇ あぇかせのすしは くぇ 
こさけぉかっきに し ゅぇいけゃにきう すさせぉぇきう, 
おけすけさにっ くっ ゃにょっさあうゃぇのす つっさっょに 
いっきかっすさはしっくうえ, こさうたけょうすしは ゃに-
いにゃぇすぬ ぇゃぇさうえくせの しかせあぉせ. 

¨ すけき, おぇおけえ っとひ せとっさぉ こさう-
くっしかう ゃいさにゃぇすっかう うきせとっしすゃせ, 
あうすっかう ╉っょさけゃおう, ¨おすはぉさぬしおけゅけ う 
╋けくっすくけゅけ さぇししおぇいぇかう くぇ したけょぇた, 
けさゅぇくういけゃぇくくにた こけ うた こさけしぬぉぇき. 
′ぇ ゃしすさっつぇた こさうしせすしすゃけゃぇかう いぇ-
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, ゅかぇゃに こけしひかおけゃ ╉っょさけゃ-
おう う ╋けくっすくけゅけ, こさっょしすぇゃうすっかう 
ゅけさけょしおけえ ╃せきに う けぉとっしすゃっくくにた 
けさゅぇくういぇちうえ. 

╄ゃゅっくうえ [せょけかぬそけゃうつ さぇししおぇ-
いぇか, おぇおうっ きっさに ぇょきうくうしすさぇちうは 
せあっ こさうくうきぇかぇ ょかは こさっょけすゃさぇとっ-

くうは ゃいさにゃけゃ, せゃに, けくう けおぇいぇかうしぬ 
ぉっいさっいせかぬすぇすくにきう: おさけきっ つっさっょに 
けすこうしけお し けょうくぇおけゃにき しけょっさあぇ-
くうっき くうおぇおうた ょっえしすゃうえ しけ しすけさけ-
くに ゃけっくくにた くっ こけしかっょけゃぇかけ. 

╀[ せあっ いくぇおけきうか つうすぇすっかっえ し 
けすゃっすぇきう ちっくすさぇかぬくけゅけ ゃけっくくけゅけ 
けおさせゅぇ, ゃけっくくけえ こさけおせさぇすせさに う 
きっしすくけえ ゃけうくしおけえ つぇしすう, ゅかぇゃくにえ 
うくあっくっさ おけすけさけえ こけしっすうか したけょ ゃ 
╉っょさけゃおっ. 

]かっょせのとうえ てぇゅ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう – ゃうょっけけぉさぇとっくうっ う こうしぬきけ 
お こさっいうょっくすせ, こけょょっさあぇすぬ おけすけ-
さけっ こさっょかけあうかう ゃしっき くっさぇゃくけ-
ょせてくにき. ]っえつぇし しぉけさ こけょこうしっえ 
ゃっょひすしは  ゃ こけしひかおぇた ╋けくっすくけき う 
╉っょさけゃおっ. 

╀[ すぇおあっ こさけょけかあぇっす しけぉう-
さぇすぬ こけょこうしう ゃ こけょょっさあおせ くぇ-
てっゅけ ‶さけすっしすぇ,  ゃ おけくちっ ぇこさっかは 
けく ぉせょっす くぇこさぇゃかっく こけかこさっょせ 
こさっいうょっくすぇ [《 ゃ 〉さ《¨ ′うおけかぇの 
╁うくくうつっくおけ, ゅせぉっさくぇすけさせ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう ┿かっおしぇくょさせ ╋う-
てぇさうくせ う おけきぇくょせのとっきせ 『╁¨ 
╁かぇょうきうさせ 』うさおうくせ. ╁に きけあっすっ 
けしすぇゃうすぬ しゃけの こけょこうしぬ ゃ けす-
ょっかっ さっおかぇきに «╀っさひいけゃしおけ-
ゅけ さぇぉけつっゅけ» こけ ぇょさっしせ: せか. 
╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9. 

《╄[╋╄[]〈╁¨

ÑÂÎÉ ÐÛÍÎÊ ÑÎÁÜEÒ ÖÅÍÛ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
[せおけゃけょうすっかう おさっしすぬはくしおけ-そっさきっさしおうた う かうつくにた 

こけょしけぉくにた たけいはえしすゃ しけぉさぇかうしぬ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう 
ゅけさけょぇ, つすけぉに けぉしせょうすぬ しゃけう くぇしせとくにっ こさけぉかっきに. 
]くぇつぇかぇ う.け. くぇつぇかぬくうおぇ ╀っさひいけゃしおけえ ゃっすしすぇくちうう 
╄ゃゅっくうえ ‶ぇくぬてうく さぇししおぇいぇか きっしすくにき しっかぬたけいこさけうい-
ゃけょうすっかはき け こさけそうかぇおすうおっ ぇそさうおぇくしおけえ つせきに しゃう-
くっえ. 』っかけゃっおせ ねすぇ いぇさぇいぇ くっ しすさぇてくぇ, ぇ ゃけす たぇゃさけくうえ 
けくぇ おけしうす きけかくうっくけしくけ. ╁うさせし しけたさぇくはっすしは ゃ こけつゃっ 
ょけ ゅけょぇ, こけねすけきせ くっけぉたけょうきけ こさうきっくはすぬ しすさけゅせの ょっ-
いうくそっおちうの, けすしかっあうゃぇすぬ おけさき, おけすけさにえ う はゃかはっすしは 
けしくけゃくにき こせすひき いぇさぇあっくうは あうゃけすくにた. 

‶けしおけかぬおせ こけゅうぉてうた けしけぉっえ こさうたけょうすしは せすうかう-
いうさけゃぇすぬ, すけ ゃけいくうお ゃけこさけし け きっしすっ  いぇたけさけくっくうは. 
′っおけすけさにっ そっさきっさに こかぇくうさせのす せしすぇくけゃうすぬ ゃ しゃけうた 
たけいはえしすゃぇた ぉうけこっつう. ¨ょくぇおけ っしかう こけぉかういけしすう っしすぬ 
あうかぬひ, すぇおけえ ゃぇさうぇくす しすぇくけゃうすしは くっさっぇかぬくにき. ╂け-

さけょ こかぇくうさせっす さはょけき し くけゃにき こけかうゅけくけき すゃひさょにた 
ぉにすけゃにた けすたけょけゃ くぇつぇすぬ しすさけうすっかぬしすゃけ ぉうけすっさきう-
つっしおけえ はきに. ╆くぇつうす, たけいはえしすゃぇ しきけゅせす すせょぇ しゃけいうすぬ 
けしすぇくおう しおけすぇ こけしかっ せぉけは. 

′け ぉけかっっ ゃしっゅけ そっさきっさけゃ う ╇‶ ゃけかくせっす こさけぉかっきぇ 
さっぇかういぇちうう しゃけっえ こさけょせおちうう: くぇ ╀っさひいけゃしおうえ さにくけお 
うた くっ こせしおぇのす, ししにかぇはしぬ くぇ ょっそうちうす きっしすぇ. ╆くぇ-
つうす, くぇょけ くぇ ょけかっゃけき せつぇしすうう しすさけうすぬ しけぉしすゃっくくにえ, 
«おさっしすぬはくしおうえ» さにくけお, ゅょっ くっ くぇょけ こかぇすうすぬ ぇさっくょ-
くせの こかぇすせ, う ゅょっ, しけけすゃっすしすゃっくくけ, きはしけ う けゃけとう ぉせ-
ょせす しすけうすぬ ゅけさぇいょけ ょってっゃかっ. 

┿ こけおぇ たけいはえしすゃぇ せつぇしすゃせのす ゃ はさきぇさおぇた. 〈ぇお, くぇ 
こさけょせおすけゃけえ はさきぇさおっ, おけすけさぇは しけしすけうすしは くぇ 〈けさゅけ-
ゃけえ こかけとぇょう しっゅけょくは, けすぉけさくにえ しっきっくくけえ さぇえけくう-
さけゃぇくくにえ おぇさすけそっかぬ くぇきっさっくけ こさっょかけあうすぬ ゅけさけあぇ-
くぇき ╉《》 «′ぇょっあょぇ». 

╉¨╋╋〉′┿╊╉┿

╋〉╅┿╈〈╄]を, ¨‶[╄]]¨╁╉╇ ╂[ぅ╃〉〈!
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╉┿╉ しけけぉとうかう ゃ こさっしし-しかせあぉっ そうかうぇかぇ ¨┿¨ «〈╂╉-9» (っおぇ-
すっさうくぉせさゅしおけえ すっこかけゅっくっさうさせのとっえ おけきこぇくうう, おけすけさぇは 

けぉしかせあうゃぇっす つぇしすぬ すっこかけゃにた しっすっえ ゃ ╀っさひいけゃしおけき), ゃ くにくって-
くうえ ゃっしっくくっ-かっすくうえ こっさうけょ いぇこかぇくうさけゃぇくけ ゃけしっきぬ ねすぇこけゃ 
けこさっししけゃけお.

╀かうあぇえてうえ しけしすけうすしは 12-13 
きぇは, いぇすっき ゅうょさぇゃかうつっしおうっ うしこに-
すぇくうは こさけえょせす 01-02 うのくは, 14-15 
うのくは, 28-29 うのくは, 13-14 うのかは, 
26-27 うのかは, 09-10 ぇゃゅせしすぇ, 24-25 
ぇゃゅせしすぇ.

『っかぬ けこさっししけゃけお – こさけゃっさうすぬ 
くぇょひあくけしすぬ すっこかけゃにた しっすっえ, うた 
せしすけえつうゃけしすぬ お ゅうょさぇゃかうつっしおけきせ 
せょぇさせ. ぁすけ こさけそうかぇおすうおぇ こけさに-
ゃけゃ すさぇしし: しかぇぉにっ きっしすぇ, おけすけ-
さにっ くっ ゃにょっさあうゃぇのす うしこにすぇくうは, 
こさけとっ けすさっきけくすうさけゃぇすぬ かっすけき ゃ 
こかぇくけゃけき さっあうきっ, つっき せしすさぇくはすぬ 

ぇゃぇさうの けしっくぬの うかう いうきけえ. ¨ょ-
くぇおけ ゃ こさけてかけき ゅけょせ ゃけいくうおてうっ 
こけさにゃに ¨┿¨ «〈╂╉-9» せしすさぇくはかけ 
ゃ すっつっくうっ くっしおけかぬおうた きっしはちっゃ, う 
ぉっい ゅけさはつっえ ゃけょに あうすっかはき こさう-
たけょうかけしぬ しうょっすぬ つせすぬ かう くっ ゃしひ 
かっすけ. ╁ けさゅぇくういぇちうう すぇおけっ こけかけ-
あっくうっ ゃっとっえ けぉなはしくはかう «けつっくぬ 
こかけたうき» しけしすけはくうっき すっこかけゃにた 
しっすっえ ゃ ゅけさけょっ ╀っさひいけゃしおけき. 

〈ぇおあっ し 28 うのくは こけ 10 うのかは 
¨┿¨ «〈╂╉-9» けすおかのつうす ゅけさはつせの 
ゃけょせ ゃ しゃはいう し さっきけくすけき ゃけょけ-
こけょゅけすけゃおう くぇ ′けゃけしゃっさょかけゃしおけえ 

〈ぁ『 う けゅさぇくうつっくうっき こけょぇつう たけ-
かけょくけえ ゃけょに くぇ ]さっょくっせさぇかぬしおせの 
╂[ぁ] こさっょこさうはすうっき ╄╋〉‶ «╁けょけ-
おぇくぇか» (う 〈ぁ『, う ╂[ぁ] けしせとっしす-
ゃかはのす くぇゅさっゃ ゃけょに, うた そせくおちうう 
ゃいぇうきけいぇきっくはっきに, けょくぇおけ ゃ ねすけき 
ゅけょせ しゃはいぇくくにっ し くうきう さっきけくすに 
くぇかけあうかうしぬ こけ ゃさっきっくう ょさせゅ くぇ 
ょさせゅぇ). ╁きっしすっ し ぉっさっいけゃつぇくぇきう 
ぉっい ゅけさはつっえ ゃけょに ゃ ねすけ ゃさっきは ぉせ-
ょせす しすさぇょぇすぬ あうすっかう ╉うさけゃしおけゅけ, 
』おぇかけゃしおけゅけ う ¨おすはぉさぬしおけゅけ さぇえ-
けくけゃ ゅけさけょぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ.

〈ぇお つすけ てせすおぇ おけきぇくょに ╉╁′ 
«′っそけさきぇす» «〈さぇょうちうけくくけっ 
こはすくぇょちぇすうょくっゃくけっ けすおかのつっくうっ 
ゅけさはつっえ ゃけょに ゃ ╀っさひいけゃしおけき こかぇ-
くうさせっすしは し きぇは こけ けおすはぉさぬ» けおぇ-
いぇかぇしぬ こさけさけつっしおけえ.

╋╇′〉╁【╇╄ ╃〈‶
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿ 
╁ ]〉╂[¨╀
11 ぇこさっかは きけかけょぇは ゃけょうすっかぬくう-

ちぇ し ゅけょうつくにき しすぇあっき ゃけあょっくうは くぇ 
しゃけひき Peugeot こにすぇかぇしぬ さぇいなったぇすぬ-
しは しけ ゃしすさっつくにき ぇゃすけきけぉうかっき くぇ しせ-
きぇしてっょてっえ しおけさけしすう 20 おうかけきっすさけゃ 
ゃ つぇし. ╁しっ きぇくひゃさに ょっゃせておう こさうゃっ-
かう っひ ゃ しせゅさけぉ うい-いぇ くっこさぇゃうかぬくけゅけ 
さぇしつひすぇ さぇししすけはくうは きっあょせ すさぇくし-
こけさすくにきう しさっょしすゃぇきう. ‶さう しすけかおくけ-
ゃっくうう し うしつっいぇのとうき しっいけくくにき ゃう-
ょけき こさっこはすしすゃうは ぇゃすけかっょう こけきはかぇ 
ぉぇきこっさ う さってひすおせ さぇょうぇすけさぇ. 

〈[〉╃′¨]〈╇ ‶╄[╄╁¨╃┿
11 ぇこさっかは こさうきっさくけ ゃ すさう つぇしぇ 

こけしかっ こけかせょくは ょぇきぇ こさうこぇさおけゃぇかぇ 
しゃけの こはすひさおせ けおけかけ ょけきぇ わ11ぇ くぇ 
せかうちっ ╂ぇゅぇさうくぇ. 』っさっい くっおけすけさけっ 
ゃさっきは たけいはえおぇ こはすひさおう せしかにてぇかぇ 
せょぇさ う せゃうょっかぇ ひさいぇのとせの けおけかけ っひ 
かのぉうきうちに 〈けえけすせ ╉けさけかかせ, いぇ させかひき 
おけすけさけえ ぉにかぇ ょさせゅぇは ゅさぇあょぇくおぇ. 
┿ゃすけかのぉうすっかぬくうちに こにすぇかうしぬ ょけゅけ-
ゃけさうすぬしは, くけ くっ ょけゅけゃけさうかうしぬ, う くぇ-
っいょくうちぇ 〈けえけすに しっかぇ ゃ しゃけの きぇてうくせ 
う しおさにかぇしぬ. ‶けいあっ くぇさせてうすっかぬくうちぇ 
ぉにかぇ くぇえょっくぇ う すっこっさぬ こけ さってっくうの 
きうさけゃけゅけ しせょぬう いぇ させかぬ けくぇ くっ うきっっす 
こさぇゃけ しぇょうすぬしは ちっかにえ ゅけょ.

』╄]〈′｠╈ ╁¨╃╇〈╄╊を
12 ぇこさっかは くぇ ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 15 

せ きぇゅぇいうくぇ «《かぇゅきぇくな» ぉにかぇ こさう-
こぇさおけゃぇくぇ «╁けかゅぇ». ‶けおぇ ゃかぇょっかっち 
«╁けかゅう» くっ しこってぇ しけゃっさてぇか こけおせこ-
おう, けおけかけ っゅけ ぇゃすけきけぉうかは こにすぇかぇしぬ 
こさうしすさけうすぬしは ╂┿╆っかぬ. «‶けちっかけゃぇゃ» 
ゃけかあぇくおせ, つっしすくにえ ゃけょうすっかぬ くぇてひか 
ゃ きぇゅぇいうくっ こけしすさぇょぇゃてっゅけ, こけおぇはかしは, 
う けくう ゃきっしすっ けすこさぇゃうかうしぬ ゃ ╂╇╀╃╃.

]‶¨[〈
«╀╆]╉» ‶¨-‶[╄╅′╄╋〉 』╄╋‶╇¨′
╄おぇすっさうくぇ ‶ぇしにくおけゃぇ
11 ぇこさっかは ゃ ]¨╉ «╊うょっさ» きぇす-

つっき «BROZEX»–«]‶╉» いぇゃっさてうか-
しは けつっさっょくけえ つっきこうけくぇす ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ こけ 
ゃけかっえぉけかせ. 

′ぇつうくぇは し 28 そっゃさぇかは てっしすぬ おけ-
きぇくょ – «╀╆]╉», «╅╉》-》けかょうくゅ», 
«′ぇてう けおくぇ» (ょけ ねすけゅけ ゃにしすせこぇ-
かう こけょ くぇいゃぇくうっき «《かぇゅきぇく»), 
«〈っこかうす», «]‶╉» う «BROZEX» 
– ぉけさけかうしぬ いぇ つっきこうけくしおうえ すう-
すせか くぇ ゃけかっえぉけかぬくけえ こかけとぇょおっ. 
‶けしおけかぬおせ しこけさすしきっくに うゅさぇかう 
こけ おさせゅけゃけえ しうしすっきっ, ちっくくけしすぬ 
おぇあょけゅけ ゃにうゅさぇくくけゅけ けつおぇ ぉにかぇ 
ゃにしけおぇ う きけゅかぇ こさう そうくぇかぬくけき 
こけょしつひすっ いくぇつうすっかぬくけ こけゃかうはすぬ 
くぇ うすけゅけゃけっ こけかけあっくうっ おけきぇくょに 
ゃ すせさくうさくけえ すぇぉかうちっ.

′っしきけすさは くぇ すけ, つすけ くぇ こさけすは-
あっくうう こけしかっょくうた くっしおけかぬおうた かっす 
すさけえおぇ こけぉっょうすっかっえ けしすぇひすしは くっ-
ういきっくくけえ, すぇお おぇお ゃ おぇあょけえ こけょ-

くうきぇのとっえしは くぇ こぬっょっしすぇか こけつひすぇ 
おけきぇくょっ うゅさぇのす ゃけかっえぉけかうしすに 
しぉけさくけえ ╀っさひいけゃしおけゅけ, きぇすつう 
』っきこうけくぇすぇ ╀╂¨ くっ しすぇくけゃはすしは 
きっくっっ くぇこさはあひくくにきう う いさっかうと-
くにきう. ╁しっ ゃけかっえぉけかうしすに ゃにおかぇ-
ょにゃぇのすしは こけ こけかくけえ, しすぇさぇはしぬ 
こけおぇいぇすぬ きぇおしうきせき きぇしすっさしすゃぇ う 
こけぉっょうすぬ.

‶け うすけゅぇき ゃしった きぇすつっえ おけきぇくょぇ 
«╀╆]╉» しけたさぇくうかぇ いぇ しけぉけえ つっき-
こうけくしおうえ すうすせか. «′ぇてう けおくぇ» いぇ-
くはかう ゃすけさけっ きっしすけ, ぇ しっさっぉさはくにっ 
こさういひさに こさけてかけゅけ ゅけょぇ «]‶╉» 
しすぇかう すさっすぬうきう. ‶さけさにゃ しけゃっさ-
てうかぇ おけきぇくょぇ «〈っこかうす», おけすけさぇは 
くぇ 』っきこうけくぇすっ ╀╂¨ ゃ 2010 ゅけょせ 
いぇくうきぇかぇ ゃ すせさくうさくけえ すぇぉかうちっ 
かうてぬ しっょぬきせの しすさけつおせ, ゃ ねすけき 
ゅけょせ こさうぉかういうかぇしぬ お すさけえおっ こさう-
いひさけゃ, う いぇくはかぇ つっすゃひさすけっ きっしすけ. 
‶はすけっ きっしすけ せ «╅╉》-》けかょうくゅ», ぇ 
てっしすけっ せ おけきぇくょに «BROZEX».

╉┿╉ ╅╇╁┱【を, ‶¨]┱╊¨╉?
╁ ╋¨′╄〈′¨╋ ′╄ [┿╀¨〈┿╄〈 

╊╄』╄╀′｠╈ ╉¨[‶〉]
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

′┿ こさけてかけえ くっょっかっ しせょ こけ すさっぉけゃぇくうの こけあぇさくけえ しかせあぉに ゃさっ-
きっくくけ こさうけしすぇくけゃうか ょっはすっかぬくけしすぬ かっつっぉくけゅけ おけさこせしぇ そうかう-

ぇかぇ ╀『╂╀ ゃ こけしひかおっ ╋けくっすくけき.

』╇〈┿〈╄╊を ]〈┿╁╇〈 ‶[¨╀╊╄╋〉
]╁╄〈 ╃╊ぅ ╊╇《〈┿ ╇╊╇ ╊╇《〈 ╃╊ぅ ]╁╄〈┿?

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

«╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» くっ さぇい こけょくうきぇか ねすせ すっきせ 
くぇ しゃけうた しすさぇくうちぇた

‶け しかけゃぇき くぇつぇかぬくうおぇ ¨′╃ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ╂〉 ╋』] 
[けししうう こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ╋ぇおしうきぇ 《っょはっゃぇ, し 11 こけ 15 きぇさすぇ くぇ 
けしくけゃぇくうう すさっぉけゃぇくうえ ぉっさひいけゃしおけえ こさけおせさぇすせさに ゃ こけしっかおけゃけえ ぉけかぬくうちっ 
こさけゃけょうかぇしぬ ゃくっこかぇくけゃぇは ゃにっいょくぇは こさけゃっさおぇ, ゃ たけょっ おけすけさけえ せしすぇくけゃかっくけ, 
つすけ ゃすけさけえ う すさっすうえ ねすぇあう かっつっぉくけゅけ おけさこせしぇ くっ しけけすゃっすしすゃせのす こけあぇさくけえ 
ぉっいけこぇしくけしすう. ╁しっゅけ ゃ こさっょこうしぇくうう 214  くぇさせてっくうえ: ゃ いょぇくうう つぇしすうつくけ くっ-
うしこさぇゃくぇ こけあぇさくぇは しうゅくぇかういぇちうは, ねかっおすさけしっすう ねおしこかせぇすうさせのすしは し くぇさせてっ-
くうっき すさっぉけゃぇくうえ, ねゃぇおせぇちうけくくにっ こせすう くっ しけけすゃっすしすゃせのす くけさきぇき, こっさしけくぇか 
くっ いくぇっす, おぇお ょっえしすゃけゃぇすぬ こさう こけあぇさっ う す.ょ. 』ぇしすぬ こけきっとっくうえ けこっつぇすぇかう くぇ 
30 しせすけお ょかは せしすさぇくっくうは くぇさせてっくうえ. ]っえつぇし ゃ こけかうおかうくうおっ わ2 くっ さぇぉけすぇっす 
そういおぇぉうくっす, おぇぉうくっす そかのけさけゅさぇそうう う しすぇちうけくぇさ.

– ′っしきけすさは くぇ ゃしっ くっせょけぉしすゃぇ, きに こさけょけかあぇっき こさうくうきぇすぬ こぇちうっくすけゃ ゃ 
くけゃけき いょぇくうう, – ゅけゃけさうす いぇゃっょせのとうえ かっつっぉくうちに ′うおけかぇえ ╉うくょさぇしぬ. 

‶さっょしっょぇすっかぬ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ しせょぇ ┿かっおしぇくょさ ╋うたぇえかっくおけ 
せぉっあょぇっす, つすけ いぇおさにすうっ かっつっぉくけゅけ おけさこせしぇ – くっけぉたけょうきぇは きっさぇ, すぇお おぇお 
さっつぬ うょひす けぉ せゅさけいっ あういくう かのょっえ.

‶け こけしかっょくうき ょぇくくにき, ぇ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 ゃにょっかうかぇ くぇ せしすさぇくっくうっ くぇさせてっくうえ ょゃっしすう すにしはつ させぉかっえ. 
]すけきぇすけかけゅうつっしおぇは こけかうおかうくうおぇ, おぇぉうくっす おけすけさけえ ょけ くっょぇゃくっゅけ 
ゃさっきっくう さぇしこけかぇゅぇかしは くぇ ゃすけさけき ねすぇあっ こけかうおかうくうおう わ2 う ぉにか いぇ-
おさにす うい-いぇ こさっょこうしぇくうは こけあぇさくにた, ゃにょっかうかぇ 85 すにしはつ させぉかっえ. ′ぇ 
こけかせつっくくにっ しさっょしすゃぇ いぇゃ. そうかうぇかけき 『╂╀ ′.╋. ╉うくょさぇしぬ せあっ いぇおせ-
こうか くっけぉたけょうきにっ きぇすっさうぇかに ょかは さっきけくすぇ う くぇくはか ぉさうゅぇょせ さぇぉけつうた. 

′〉╅′¨ かう けしゃっとっくうっ くぇこさけすうゃ かうそ-
すぇ… おさせゅかけしせすけつくけ? ′ぇ ねすけす ゃけこさけし 

こにすぇかぇしぬ くぇえすう けすゃっす あうすっかぬくうちぇ ょけきぇ 
わ15/2 くぇ せかうちっ ╂ぇゅぇさうくぇ 〈ぇすぬはくぇ ╇ゃぇ-
くけゃくぇ. ]ぇきけえ しっぉっ けくぇ ょぇかぇ っゅけ ょぇゃくけ, う 
けく ぉにか けすさうちぇすっかぬくにき. ┿ ゃけす ょけぉうすぬしは 
さぇちうけくぇかぬくにた しかけゃ う ょっえしすゃうえ けす おけき-
きせくぇかぬとうおけゃ けおぇいぇかけしぬ しかけあくっっ. 

╇しすけさうは くぇつぇかぇしぬ けおけかけ ゅけょぇ くぇいぇょ, おけゅょぇ 
〈ぇすぬはくぇ ╇ゃぇくけゃくぇ さってうかぇ いぇくはすぬしは ょぇゃくけ 
うくすっさっしけゃぇゃてっえ っひ こさけぉかっきけえ: さぇしすけつうすっかぬ-
くにき, こけ っひ きくっくうの, さぇしたけょけゃぇくうっき ねかっおすさけ-
ねくっさゅうう ゃ こけょなっいょっ. «¨ぉとっょけきけゃけっ けしゃっとっ-

くうっ けこかぇつうゃぇっき きに ゃしっ, しかっょけゃぇすっかぬくけ, ねすう 
おうかけゃぇすすに けすさぇあぇのすしは う ゃ きけっえ おゃうすぇくちうう», 
– しこさぇゃっょかうゃけ さぇししせょうかぇ けくぇ. 

┿ さっつぬ てかぇ け おさせゅかけしせすけつくけ ゅけさっゃてっえ  かぇき-
こけつおっ くぇこさけすうゃ かうそすぇ. 〈ぇすぬはくぇ ╇ゃぇくけゃくぇ, くっ さぇい 
こさけたけょは きうきけ, ょせきぇかぇ: いぇつっき いょっしぬ ょくひき っとひ う 
ねかっおすさうつっしおけっ けしゃっとっくうっ, おけゅょぇ くっきぇかけ しゃっすぇ 
こさけくうおぇっす つっさっい けおくけ, ぇ すぇおあっ っゅけ ょぇひす かぇきこけつ-
おぇ くぇょ とうすけき し ねかっおすさけしつひすつうおぇきう さはょけき?

╅っくとうくぇ さってうかぇ いゃけくうすぬ ゃ ╅ぁ〉. ¨すゃっす 
ぉにか すぇおうき: «¨しゃっとっくうっ せ かうそすぇ ょけかあくけ ゅけ-
さっすぬ おさせゅかけしせすけつくけ しけゅかぇしくけ こさぇゃうかぇき ぉっい-
けこぇしくけしすう, くうつっき ゃぇき こけきけつぬ くっ きけあっき». 

〈ぇすぬはくぇ ╇ゃぇくけゃくぇ ぉにかぇ けいぇょぇつっくぇ. ′っせあっ-
かう あうすっかう くっ うきっのす こさぇゃぇ さってぇすぬ しぇきう, くせあ-
くけ かう うき けしゃっとっくうっ ゃ おけくおさっすくけき きっしすっ? ‶け 
っひ きくっくうの, かぇきこけつおぇ せ かうそすぇ ゃ こけょなっいょっ きけゅ-
かぇ ぉに ゃにおかのつぇすぬしは たけすは ぉに ょくひき, おけゅょぇ しゃっす 
こぇょぇっす くぇ こかけとぇょおせ うい けおくぇ, う いぇぉかせょうすぬしは 
すぇき  くっかぬいは ょぇあっ こさう ぉけかぬてけき あっかぇくうう. ¨くぇ 
さってうかぇ ょけえすう ょけ うしすうくに.

╃かは ねすけゅけ けすこさぇゃうかぇしぬ ゃ ゅかぇゃくにえ けそうし ̈ ¨¨ 
«╅╉》-》けかょうくゅ» くぇ せかうちっ ╊っくうくぇ. 〈ぇき こけかせ-
つうかぇ けすゃっす, つすけ, ょっえしすゃうすっかぬくけ, しせとっしすゃせのす 
くけさきに ぉっいけこぇしくけしすう: しゃっす せ かうそすぇ ょけかあっく 
ぉにすぬ, う すけつおぇ.

╋に こけさっおけきっくょけゃぇかう あうすっかぬくうちっ っとひ さぇい 
しょっかぇすぬ いぇはゃおせ ゃ ぇゃぇさうえくせの しかせあぉせ け こけょ-
おかのつっくうう かぇきこけつっお せ かうそすぇ (けくう っしすぬ こけつすう 
くぇ おぇあょけき ねすぇあっ) お ゃにおかのつぇすっかの くぇ こっさゃけき. 
′ぇ ねすけす さぇい こさけしぬぉせ ゃにこけかくうかう, しゃっす すっこっさぬ 
きけあくけ ゃにおかのつぇすぬ う ゃおかのつぇすぬ しけけぉさぇいくけ くっ-
けぉたけょうきけしすう.

』うすぇすっかぬくうちぇ いぇきっつぇっす, つすけ くけさきに, くぇ 
おけすけさにた しくぇつぇかぇ すぇお くぇしすぇうゃぇかう おけききせくぇかぬ-
とうおう, しけぉかのょぇのすしは ょぇかっおけ くっ ゃっいょっ: ゃ くっ-
おけすけさにた ょけきぇた し かうそすぇきう かぇきこけつおう ゅけさはす, 
ゃ ょさせゅうた – くっす. 〈ぇお つすけ, くっ すぇおうっ せあ けくう う 
しすさけゅうっ. 

╋けあっす ぉにすぬ, あうすっかう しけしっょくうた こけょなひいょけゃ 
すけあっ けいぇぉけすはすしは ちうそさぇきう ゃ しゃけうた おゃうすぇくちうはた 
う こけょょっさあぇす うくうちうぇすうゃせ 〈ぇすぬはくに ╇ゃぇくけゃくに?



ゃけえくに». ]けゅかぇしう-
すっしぬ, ゃこけかくっ おけさ-
さっおすくぇは くぇょこうしぬ. 
〈ぇおうた こぇきはすくう-
おけゃ ゃ [けししうう せあっ 
くっきぇかけ, う くぇき 
くぇょけ けぉうたぇあう-
ゃぇすぬ うた, ゃっょぬ ゃ 
╄ゃさけこっ けぉっかうしおう 
しけゃっすしおうき しけかょぇ-
すぇき う おかぇょぉうとぇ 
し うた いぇたけさけくっくう-
はきう ゃにゅかはょはす ちう-
ゃうかういけゃぇくくけ.        

′け ゃっさくひきしは 
ゃ «しすぇさうくせ ゅかせ-
ぉけおせの». ╇しすけ-
さうつっしおうえ しおゃっさ, 
ゅょっ くぇたけょうすしは 
しけいょぇくくにえ しおせかぬ-
こすけさぇきう ╆ぇえちっ-
ゃにきう こぇきはすくうお 
こっさゃけけすおさにゃぇすっかの させししおけゅけ 
いけかけすぇ ╄さけそっの ╋ぇさおけゃせ, ゃう-
ょっか う こけきくうす きくけゅけ: う さぇぉけすせ 
いけかけすけこさけきにゃぇかぬくけゅけ いぇゃけょぇ ゃ 
しっさっょうくっ XVIII ゃっおぇ, う しすさけう-
すっかぬしすゃけ こっさゃにた 900 ょけきけゃ, ゅけ-
しこうすぇかは, おけくすけさに, う きはすっあくにっ 
ょくう, おけゅょぇ ゃけえしおぇ さぇいゅけくはかう 
ぉぇしすせのとうえ かのょ. [っおけくしすさせお-
ちうは しおゃっさぇ くぇつぇかぇしぬ ゃ おけくちっ 
きぇは 2007 ゅけょぇ, すけゅょぇ こけはゃうかぇしぬ 
すさけすせぇさくぇは こかうすおぇ ゃょけかぬ くぇぉっ-

さっあくけえ おぇくぇかぇ, ぉにかぇ ゃけししすぇ-
くけゃかっくぇ しすっくぇ いぇ こぇきはすくうおけき, 
こけ こっさうきっすさせ ゃしすぇかぇ すけつひくぇは 
きっすぇかかうつっしおぇは けゅさぇょぇ. ¨すおさに-
すうっ けぉくけゃかひくくけゅけ ╇しすけさうつっしおけ-
ゅけ しおゃっさぇ しけしすけはかけしぬ, おけくっつくけ 
あっ, 07.07.07. 
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¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
]ぇきにっ おさせこくにっ こぇきはすくうおう ╀╂¨ 

– ちっさおゃう う こぇさおう. ╄しかう ぉに くぇてう 
こさっょおう しけたさぇくうかう たさぇき ‶さけさけ-
おぇ ╇かうう, すけ ゃ うのくっ きに けすきっすうかう 
ぉに 246 かっす しけ ょくは っゅけ いぇおかぇょおう. 
′け うしすけさうは くっ こさういくぇひす しけしかぇゅぇ-
すっかぬくけゅけ くぇおかけくっくうは: しくぇつぇかぇ 
けゅけくぬ せくうつすけあうか ょっさっゃはくくけっ 
しすさけっくうっ, ぇ ゃ 1930-き  しけゃっすしおぇは  
ゃかぇしすぬ けすけぉさぇかぇ ちっさおけゃぬ せ こさう-
たけあぇく う けすょぇかぇ こけょ おかせぉ. ¨ょくぇ-
おけ くう さぇいゃぇかうゃてっきせしは ゃ おけくちっ 
おけくちけゃ おかせぉせ, くう こけしすさけっくくけきせ 
いょっしぬ こけいょくっっ ╃ゃけさちせ おせかぬすせさに 
くっ しせょぬぉぇ ぉにかぇ ゃにあうすぬ. 』せょけ-
ゃうとくけ いぇおけくつうか しゃけひ しせとっしすゃけ-
ゃぇくうっ う こぇきはすくうお ╊っくうくせ こっさっょ 
╃╉: っゅけ ゃ くぇつぇかっ ょっゃはくけしすにた 
ゃいけさゃぇかう くっういゃっしすくにっ, こさうつひき 
くぇおぇくせくっ 22 ぇこさっかは. ]のあっす こけ-
おぇいぇかう こけ ゃしっき そっょっさぇかぬくにき う 
きっしすくにき すっかっおぇくぇかぇき, ゃけす すけゅょぇ 
╀っさひいけゃしおうえ ゃこっさゃにっ すぇお ゅさけきおけ 
こさけいゃせつぇか こけ しすさぇくっ.  ′っしおけかぬ-
おけ かっす くぇいぇょ こぇすさうけすに ゅけさけょぇ 
ゃにしおぇいぇかう きにしかぬ け こけしすさけえおっ 
つぇしけゃくう くぇ しゃはすけき きっしすっ ゃ いくぇお 
こけおぇはくうは, くけ うょっは すぇお う けしすぇかぇしぬ 
ゃうすぇすぬ ゃ ゃけいょせたっ. 

╃っえしすゃせのとぇは しっゅけょくは ちっさ-
おけゃぬ 〉しこっくうは ‶さっしゃはすけえ ╀けゅけ-
さけょうちに うくすっさっしくぇ くっ すけかぬおけ 
ぇさたうすっおすせさけえ ゅかぇゃくけゅけ いょぇくうは, 
くけ う おかぇょぉうとっくしおけえ さけすけくょけえ 
ぁさうしすけゃにた-╉けおてぇさけゃにた. ╇しすけ-
さうは こさっょしすぇゃうすっかぬくうちに おくはあっ-
しおけゅけ さけょぇ, しけっょうくうゃてっえ しゃけの 
しせょぬぉせ し ゅけさくにき うくあっくっさけき, 
せこさぇゃかはのとうき ╀っさひいけゃしおうき 
いけかけすにき させょくうおけき, くっ こさけ-
しすけ «かぇゃしすけさう», ぇ しすさぇくうちぇ ゃ 
うしすけさうう ゅけさけょぇ. ‶けゅうぉぇのとせの 
さけすけくょせ ゃけししすぇくけゃうかう こさっょこさう-
くうきぇすっかう ╊けぉぇくけゃに, う すっこっさぬ 
こぇきはすくうお ぇさたうすっおすせさに XIX ゃっおぇ 
こけおぇいにゃぇのす すせさうしすぇき.  

〉ょうゃうすっかぬくぇは しせょぬぉぇ ゃにこぇかぇ 
う たさぇきせ ]さっすっくうは ゃ ]すぇさけこにて-
きうくしおっ, いぇかけあっくくけきせ ゃ きぇっ 
1882 ゅけょぇ. ╁けいさけあょっくうっ っゅけ 
こさけうしたけょうかけ せあっ ゃ ゃけしぬきうょっ-
しはすにっ ゅけょに こさけてかけゅけ ゃっおぇ こけ 
しけたさぇくうゃてうきしは そけすけゅさぇそうはき. 
╁ 2002-き, う けぉ ねすけき いくぇのす ょぇ-
かっおけ くっ ゃしっ, くぇ ]すぇさけこにてきうく-
しおけえ ゅけさっ こけはゃうかしは こぇきはすくうお 
さぇししすさっかはくくにき しゃはとっくくけしかせあう-
すっかはき. ′ぇょこうしぬ くぇ くひき ゅかぇしうす: 
«]っえ こけおぇはくくにえ おさっしす しけけさせあひく 
ゃ こぇきはすぬ ょうぇおけくぇ ╇けくぇ ‶かけす-
くうおけゃぇ, さぇぉけゃ ぉけあぬうた ╃きうすさうは 
‶はいくうおけゃぇ, ╂ぇゃさうかけ 』っしくけおけゃぇ, 
┿かっおしぇくょさぇ 〉しすのあぇくうくけゃぇ, さぇし-
しすさっかはくくにた おさぇしくけぇさきっえちぇきう 
30 うのかは 1918 ゅ.». 

╉さぇしくにっ けぉぇゅさはかう させおう おさけゃぬの 
しゃはとっくくうおけゃ う ぉっかけゅゃぇさょっえちっゃ, 
ぇ ぉっかにっ, いぇたゃぇすうゃ くぇ おぇおけっ-すけ 
ゃさっきは ゃかぇしすぬ, せくうつすけあぇかう おさぇし-

くけぇさきっえちっゃ. ╇しすけさうの あっしすけおけえ 
ぉさぇすけせぉうえしすゃっくくけえ ╂さぇあょぇくしおけえ 
ゃけえくに きけあくけ こさけつっしすぬ こけ くぇてうき 
けぉっかうしおぇき. ′ぇ «′っこけおけさひくくけき», 
つすけ ゃけいゃっょひく ゃ しおゃっさっ せ ておけ-
かに わ33, こっさゃけくぇつぇかぬくけ ぉにかう 
しすさけおう: «‶けょゃうゅう ゅっさけうつっしおうた 
かのょっえ ¨おすはぉさは ぉっししきっさすくに». ╁ 
ょっゃはくけしすにっ ゅけょに, おけゅょぇ こさけうしたけ-
ょうかけ こっさっけしきにしかっくうっ こさけてかけゅけ 
しすさぇくに, くぇょこうしぬ ゃょさせゅ うしつっいかぇ… 
′ぇ ゅけさけょしおけき おかぇょぉうとっ しすけうす こぇ-
きはすくうお いゃっさしおう せぉうすにき ゃけ ゃさっきは 
おけくすささっゃけかのちうけくくけゅけ きはすっあぇ 22 
きぇは 1918 ゅけょぇ おさぇしくけゅゃぇさょっえちぇき 
《ひょけさせ ╊っけくすぬっゃせ, ╁ぇしうかうの ╊っ-
こうくしおうた う ╇ゅくぇすうの ╁けさけぉぬひゃせ. 
┿ こぇさすういぇくぇき けすさはょぇ 》けたさはおけゃぇ 
こけしすぇゃかっくに ょぇあっ ょゃぇ こぇきはすくう-
おぇ: ゃけいかっ ╋けくっすくけゅけ すさぇおすけさけさっ-
きけくすくけゅけ いぇゃけょぇ う せ けしすぇくけゃけつ-
くけえ こかぇすそけさきに 39 おき あっかっいくけえ 
ょけさけゅう ]ゃっさょかけゃしお-[っあ. ′ぇ こけ-
しかっょくっき ゃにゅさぇゃうさけゃぇく しこうしけお 
そぇきうかうえ こぇゃてうた ゃ ぉけはた おさぇし-
くけぇさきっえちっゃ. ¨ぉっかうしお おさぇしくにき 
ゅっさけはき しすけうす う せ けしすぇくけゃおう «┿ゃ-
すけすさぇくしこけさすくぇは». ╁ ‶っさゃけきぇえ-
しおけき こけしひかおっ こぇきはすくうお こけしゃはとひく 
せつぇしすくうおぇき ╂さぇあょぇくしおけえ ゃけえくに – 
ぉにゃてうき いぇおかのつひくくにき っおぇすっさうく-
ぉせさゅしおけえ すのさぬきに. ╁ ]けかくっつくけき 
こけつすうかう くぇ ゃっおぇ こぇきはすぬ すった, おすけ 
けすょぇか あういくぬ いぇ けしゃけぉけあょっくうっ 
〉さぇかぇ けす ╉けかつぇおぇ. 

╄しかう ねすう しけけさせ-
あっくうは ゃにいにゃぇのす せ 
きけかけょけゅけ こけおけかっくうは 
くっきぇかにえ しおっこしうし, 
すけ こぇきはすくうおう こけ-
ゅうぉてうき ゃ ╁っかうおけえ 
¨すっつっしすゃっくくけえ こけ-
こさっあくっきせ こけつうすぇ-
っきに. ¨くう しすけはす せ 
ておけか わ1 う 32, ゃ 
しおゃっさっ ╋〈[╆ う ゃけい-
かっ いょぇくうは ぇょきうくう-
しすさぇちうう ╋けくっすくけゅけ, 
ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ, 
]すぇくけゃけえ, ╉っょさけゃおっ, 
╉かのつっゃしおっ, ╊けしうくけき, 
╀っいさっつくけき, ╊せぉは-
くけき, すけ っしすぬ ゃけ ゃしった 
ぉけかぬてうた う きぇかっくぬおうた 
くぇしっかひくくにた こせくおすぇた 
╀╂¨. ′け しおけかぬおけ ぉに 
うた くう ぉにかけ, ねすけ かうてぬ 
くぇてぇ きぇかっくぬおぇは ょぇくぬ 
けすちぇき う ょっょぇき, しかけ-
あうゃてうき ゅけかけゃせ いぇ 
[けょうくせ. 

╆ぇおさけっき ねすけす 
きぇさてさせす こぇきはすくうおぇきう ゃけっくくけ-
こかっくくにき ゃっくゅさぇき, つすけ くぇたけょはす-
しは ゃ ╊っくうくしおけき う ‶っさゃけきぇえ-
しおけき こけしひかおぇた. ′ぇ くうた しすさけおう 
くぇ させししおけき う くっきっちおけき はいにおぇた: 
«╆ょっしぬ こけおけはすしは ゃけっくくけこかっく-
くにっ – あっさすゃに ╁すけさけえ きうさけゃけえ 

‶ぇさお ‶けぉっょに こけこせかはさっく, 
こさっあょっ ゃしっゅけ, きっきけさうぇかけき ゃけ-
うくしおけえ ょけぉかっしすう う すさせょけゃけえ 
しかぇゃに ぉっさっいけゃつぇく う ╁っつくにき けゅ-
くひき. ╁けいょゃうゅくせす けく ぉにか ゃ おぇくせく 
30-かっすうは ‶けぉっょに くぇ しさっょしすゃぇ 
ゅけさけあぇく. ╉けきこかっおし しけ ゃさっきっ-
くっき さぇしてうさうかしは, すっこっさぬ ゃ くっゅけ 
ゃたけょうす こぇきはすくうお こけゅうぉてうき ゃけ-
うくぇき-うくすっさくぇちうけくぇかうしすぇき う 
ぇさおぇ し おけかけくくぇきう, ゃけいゃっょひくくぇは 
お 60-かっすうの ‶けぉっょに くぇ ょっくぬゅう 

あうすっかっえ. ‶け すさぇょう-
ちうう, くにくつっ 9 ╋ぇは 
いょっしぬ しけぉっさせすしは すに-
しはつう かのょっえ, つすけぉに 
こけつすうすぬ こぇきはすぬ こぇゃ-
てうた ゃ ╁っかうおけえ ¨す-
っつっしすゃっくくけえ. 

╇い あうかにた いょぇくうえ, 
うきっのとうた ぇさたうすっお-
すせさくせの ちっくくけしすぬ, 
くぇいけゃひき かうてぬ ょゃぇ 
けぉなっおすぇ. ╁ ょけきっ 
おせこちぇ ╉させゅかうおけゃぇ 
くぇ ぉにゃてっえ せかうちっ 
╂けさせてっつくけえ, ぇ くにくっ 
╉けききせくぇさけゃ, し 1970 
ゅけょぇ さぇしこけかぇゅぇかしは 
きせいっえ いけかけすけこかぇ-
すうくけゃけえ こさけきにて-
かっくくけしすう 〉さぇかぇ. 
〈っこっさぬ, おぇお ういゃっしす-
くけ, けく いぇおさにす: ねおし-
こけくぇすに たさぇくはすしは ゃ 
けぉかぇしすくけき ちっくすさっ, 
ぇ いょぇくうっ, くぇたけょはとっ-
っしは, きっあょせ こさけつうき,  
ゃ きせくうちうこぇかぬくけえ 
しけぉしすゃっくくけしすう, ゃしひ 

ぉけかぬてっ さぇいさせてぇっすしは. ╋せいっえ 
くうおけゅょぇ くっ こせしすけゃぇか, しのょぇ 
こさうゃけいうかう うくけしすさぇくくにっ ょっ-
かっゅぇちうう, かうてくっ ゅけゃけさうすぬ, つすけ 
くぇて ょけかゅ ゃっさくせすぬ っゅけ お あうい-
くう. ‶ぇきはすくうおけき ぇさたうすっおすせさに 
XIX ゃっおぇ こさういくぇく う ぉにゃてうえ 
ょけき おせこちぇ ╂ぇゃさううかぇ [けあおけゃぇ. 
]っゅけょくは いょっしぬ そせくおちうけくうさせっす 
ゃけっくおけきぇす, こけすけきせ いょぇくうっ うい-
ゃっしすくけ こさぇおすうつっしおう ゃしっき.

╊けゅうつくけ, つすけ くぇ さけょうくっ こっさ-
ゃけゅけ させししおけゅけ いけかけすぇ くっきぇかけ 
こぇきはすくうおけゃ, しゃはいぇくくにた し ょけぉに-
つっえ ょさぇゅきっすぇかかぇ.  ぁすけ, お こさうきっ-
させ, いくぇお し ゃうょけゃけえ こかけとぇょおけえ 
いぇ ぇゃすけしすぇくちうっえ くぇ きっしすっ こっさ-
ゃけえ てぇたすに しけゃっすしおけゅけ こっさうけょぇ 
し けょくけうきひくくにき くぇいゃぇくうっき. 〈っさ-
さうおけく ぉにか しこっちうぇかぬくけ けしすぇゃ-
かっく う けぉせしすさけっく. ╆ょっしぬ さぇいぉう-
かう ゅぇいけく, ゃにしぇょうかう ょっさっゃぬは う 
おせしすぇさくうおう, こさうゃっいかう けぉさぇいちに 
きうくっさぇかけゃ. ′ぇ しせぉぉけすくうおぇた ゅけさ-
くはおう う おけきしけきけかぬちに ゃしっゅけ ゅけさけ-
ょぇ さぇぉけすぇかう けす ょせてう, こけすけきせ 
う きっしすけ こけかせつうかけしぬ しうきこぇすうつ-
くけっ. ′け しっゅけょくは ねすけ いぇぉさけてっく-
くぇは こかけとぇょおぇ し いぇさあぇゃっゃてうき 
う こけおけしうゃてうきしは いくぇおけき. 〈ぇおせの 
«おさぇしけすせ» ゅけしすはき くっ こけおぇあってぬ. 
′っせあっかう くうおすけ くっ いぇたけつっす たけ-
いはえしおけえ させおけえ こさうゃっしすう すっささう-
すけさうの ゃ こけさはょけお?  

╁ 1973 ゅけょせ ゃ 44 おゃぇさすぇかっ, 
けおけかけ すさぇししに ╄おぇすっさうくぉせさゅ-[っあ, 
こけはゃうかしは こぇきはすくにえ いくぇお くぇ きっ-
しすっ こっさゃけゅけ させょくうおぇ ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ きっしすけさけあょっくうは. ‶けくぇつぇかせ 
っゅけ くぇいにゃぇかう ‶にてきうくしおうき, いぇ-
すっき こっさっうきっくけゃぇかう ゃ ‶っさゃけくぇ-
つぇかぬくにえ: けく くぇたけょうかしは こけぉかういけ-
しすう けす きっしすぇ, ゅょっ ╄さけそっえ ╋ぇさおけゃ 
けぉくぇさせあうか くっしおけかぬおけ いけかけすにた 
おさせこうくけお. ╆くぇお ぉにか しこさけっおすう-
さけゃぇく おけくしすさせおすけさぇきう ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ させょくうおぇ う せしすぇくけゃかっく 
ゃ ゅけょ っゅけ 225-かっすうは. ]くぇつぇかぇ 
こぇきはすくうお せおさぇてぇかぇ くぇ ゃっさてうくっ 
うしおせししすゃっくくぇは ょさせいぇ, くけ ゃしおけさっ 
っひ せきにおくせかう. ╆ぇきっくうかう こさけこぇあせ 
おぇきっくくけえ しすけこおけえ うい こけさけょ, つすけ 
ゃけょはすしは くぇ させょくけき こけかっ. ╁ けしくけ-
ゃぇくうっ, う ねすけ こけきくうす こけおけかっくうっ 
しっきうょっしはすにた, いぇかけあうかう おぇこしせかせ 
し けぉさぇとっくうっき お あうすっかはき 2000 
ゅけょぇ. ╁ ょっゃはくけしすにっ ぉにかけ くっ ょけ 
さけきぇくすうおう, う, こけたけあっ, おぇこしせかぇ 
すぇお う かっあうす しっぉっ くぇ きっしすっ いぇ-
おかぇょおう. 〉ょぇつくけ しきけすさはすしは くぇ 
いくぇおっ しかけゃぇ ╋. ╊けきけくけしけゃぇ, 
しおぇいぇくくにっ こけしかっ ょけかゅけあょぇくくけ-
ゅけ けすおさにすうは いけかけすぇ: «╇すぇお, くっ 
ょけかあくけ しけきくっゃぇすぬしは ゃ ぉけゅぇすしすゃっ 
ゃしはおうた きうくっさぇかけゃ ゃ [けししうえしおうた 
けぉかぇしすはた».      

╁すけさけえ くぇて ゃっかうおうえ こっさゃけけす-
おさにゃぇすっかぬ ╊っゃ ╀させしくうちにく せょけ-
しすけうかしは いぇ しゃけう きうさけゃにっ いぇしかせ-
ゅう いくぇおぇ ゃ ゃうょっ ょさぇあくけゅけ おけゃてぇ 
くぇ すっささうすけさうう けぉけゅぇすうすっかぬくけえ 
そぇぉさうおう. ]おさけきくけ, さぇいせきっっすしは, 
– くせあっく しけかうょくにえ こぇきはすくうお くぇ-
てっきせ いっきかはおせ. ′け おすけ ゃけいぬきひすしは 
いぇ ねすけす こさけっおす? ╄しすぬ すぇおうっ こかぇ-
くに せ ¨¨¨ «]つぇしすかうゃにえ しかせつぇえ». 
╀けかっっ すけゅけ, けすっち う しにく ╊けぉぇくけゃに 
こさっょかぇゅぇのす けぉせしすさけうすぬ こぇさお こけょ 
けすおさにすにき くっぉけき, ゅょっ きけあくけ ぉにかけ 
ぉに せしすぇくけゃうすぬ そうゅせさに しすぇさぇすっ-
かっえ, ゅけさくはおけゃ, ぉぇさっかぬっそ うしすけさうう 
いけかけすけょけぉにつう. ╇いゃっしすくにえ しおせかぬ-
こすけさ ╉. ╂さのくぉっさゅ せあっ しけいょぇか 
ねしおうい ぉぇさっかぬっそぇ, ょっかけ けしすぇかけしぬ 
いぇ きぇかにき – くぇえすう ょっくぬゅう. ╇くうちう-
ぇすけさに さぇししつうすにゃぇかう くぇ くぇさけょくせの 
こけょょっさあおせ, くけ こっさゃにき う こけしかっょ-
くうき ゃくひし しゃけの すにしはつせ けす こっくしうう 
╁うおすけさ ╋ぇおしうきけゃ. 

′ぇてぇ うしすけさうは, ょっえしすゃうすっかぬくけ, 
くぇしすけかぬおけ ぉけゅぇすぇ う うくすっさっしくぇ, 
つすけ ょけかあくぇ ぉにすぬ いぇこっつぇすかっくぇ 
ゃ おぇきくっ う ぉさけくいっ くぇ ゃっおぇ. ′け 
こけおぇ, こけたけあっ, けくぇ ぉけかぬてっ うく-
すっさっしせっす うくけしすさぇくちっゃ. ′ぇ ょくはた 
すせさそうさきぇ «Aurum» こさうくうきぇかぇ 
のあくけおけさっえしおうた すっかっゃういうけくとう-
おけゃ, しくうきぇゃてうた そうかぬき けぉ 〉さぇ-
かっ. ‶けゃけいうかう ゅけしすっえ こけ ゅけさけょせ, 
しゃけょうかう ゃ せつっぉくせの てぇたすせ, ゃ 
かうちっえ わ7 う ゅうきくぇいうの わ5. ╉け-
さっえちに せったぇかう ゃ こけかくけき ゃけしすけさ-
ゅっ. ′け きに きけあっき う ょけかあくに っとひ 
ぉけかぬてっ せょうゃかはすぬ ゅけしすっえ, ょぇ う 
しっぉは さぇょけゃぇすぬ おさぇしけすぇきう ゅけさけ-
ょぇ. ′ぇょけ すけかぬおけ ゃしすさはたくせすぬしは 
う ゃくっしすう たけすぬ きぇかにえ ゃおかぇょ ゃ 
ぉけかぬてけっ ょっかけ. 

╆ょっしぬ ぉにか ╊っくうく

╆ぇさあぇゃっゃてぇは しかぇゃぇ ゅけさくはおけゃ

〉 おけさっえちっゃ けおさせゅかうかうしぬ ゅかぇいぇ けす せゃうょっくくけゅけ
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3:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?
4:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ
5:00 ╃/] ‶╄[╁｠╄ ╊ぃ╃╇ ╁ ╉¨]╋¨]╄

6:00 ╃/] ╅╄′】╇′｠ ╉╄′′╄╃╇. ]╉┿′╃┿╊を′｠╄ 
╇]〈¨[╇╇

7:00 ╃/] ╉¨╂╃┿ ╄╁[¨‶¨╈ ‶[┿╁╇╊╇ ╋┿╁[｠
8:00 ╃/] ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿ ┿╋┿╆¨′╉╇
9:00 ╃/] ‶¨╉╇′〉〈┿ぅ ╉[╄‶¨]〈を ╉[╄]〈¨′¨]『╄╁
10:00 ╃/] 42 ‶¨╉〉【╄′╇ぅ ′┿ ╂╇〈╊╄[┿
11:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?
12:00 ╃/] ぁ〈¨ - 『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ
13:00 ╃/] ‶╄[╁｠╄ ╊ぃ╃╇ ╁ ╉¨]╋¨]╄
14:00 ╃/] ╅╄′】╇′｠ ╉╄′′╄╃╇. ]╉┿′╃┿╊を′｠╄ 

╇]〈¨[╇╇
15:00 ╃/] ╉¨╂╃┿ ╄╁[¨‶¨╈ ‶[┿╁╇╊╇ ╋┿╁[｠
16:00 ╃/] ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿ ┿╋┿╆¨′╉╇
17:00 ╃/] ‶¨╉╇′〉〈┿ぅ ╉[╄‶¨]〈を ╉[╄]〈¨′¨]『╄╁
18:00 ╃/] 42 ‶¨╉〉【╄′╇ぅ ′┿ ╂╇〈╊╄[┿
19:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?
20:00 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
20:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠
21:00 ╃/] ]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ 

╁ ╀[╇〈┿′╇╇
22:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[
23:00 ╃/] ╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 ‶┿╉╇]〈┿′!
0:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ‶┿]》╇ – ╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁ 

‶[¨【╊¨╄
1:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ
2:00 ╃/] ╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨╁┿〈を ╁ 80-╄
3:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?
4:00 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
4:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠
5:00 ╃/] ]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ 

╁ ╀[╇〈┿′╇╇

6:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[
7:00 ╃/] ╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 ‶┿╉╇]〈┿′!
8:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ‶┿]》╇ – ╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁ 

‶[¨【╊¨╄
9:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ
10:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠
11:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?
12:00 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
12:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠
13:00 ╃/] ]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ 

╁ ╀[╇〈┿′╇╇
14:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[
15:00 ╃/] ╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 ‶┿╉╇]〈┿′!
16:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ‶┿]》╇ – ╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁ 

‶[¨【╊¨╄
17:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ
18:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠
19:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?
20:00 ╃/] ‶¨[〈[╄〈 〉╇╊をぅ╋┿ 【╄╉]‶╇[┿
21:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿
22:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ
23:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

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

╇╋‶╄[╇╇
1:00 ╃/] ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿ - [¨╅╃╄]〈╁¨
2:00 ╃/] ╋┿[╉ 《¨[]〈╄[: 【╁╄╈『┿[╄『 ╁ 

╂¨╊╊╇╁〉╃╄
3:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?
4:00 ╃/] ‶¨[〈[╄〈 〉╇╊をぅ╋┿ 【╄╉]‶╇[┿
5:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

6:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ

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

╂╄[╋┿′╇╇

8:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇

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

10:00 ╃/] ╋┿[╉ 《¨[]〈╄[: 【╁╄╈『┿[╄『 ╁ 

╂¨╊╊╇╁〉╃╄

11:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

12:00 ╃/] ‶¨[〈[╄〈 〉╇╊をぅ╋┿ 【╄╉]‶╇[┿

13:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

14:00 ╃/] ╄╊╄′┿ ‶[╄╉[┿]′┿ぅ

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

╂╄[╋┿′╇╇

16:00 ╃/] ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╀┿]〈╇¨′ [╇╋]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇

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

18:00 ╃/] ╋┿[╉ 《¨[]〈╄[: 【╁╄╈『┿[╄『 ╁ 

╂¨╊╊╇╁〉╃╄

19:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

20:00 ╃/] ╋┿[╇ぅ ╉┿╊╊┿]: ╅╇〈を ╇ 〉╋╄[╄〈を ╆┿ 

╇]╉〉]]〈╁¨ ╇ ╊ぃ╀¨╁を

21:00 ╃/] ]‶¨[〈 ╃[╄╁′╄╂¨ ╉╇〈┿ぅ

22:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00 ╃/] ╋¨[]╉┿ぅ ╃╄[╅┿╁┿

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
7.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»
8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»
9.00 〈/] «╁[┿』╄╀′┿ぅ 〈┿╈′┿»
10.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
11.00 «╉〉》′ぅ»
11.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈
12.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»
13.00 》/《 «╃┿╈〈╄ ╅┿╊¨╀′〉ぃ ╉′╇╂〉»
14.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿»
17.00, 04.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.30 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»
21.00 ╅╇╆′を ‶¨-]¨╁╄〈]╉╇
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 ′¨╁¨]〈╇-41
23.30 》/《 «╀╄╆¨〈『¨╁】╇′┿»
01.20 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»
02.15 〈/] «╉┿╆┿′¨╁┿»
03.10 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»
05.05 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 〈/] «╁[┿』╄╀′┿ぅ 〈┿╈′┿»

10.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈

12.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

13.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╀╄╆¨〈『¨╁】╇′┿»

14.00 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»

15.00 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

16.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»

21.00 ╅╇╆′を ‶¨-]¨╁╄〈]╉╇

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «╉〉╆′╄』╇╉»

16.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 «╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»

21.00 «╅╇╆′を ‶¨-]¨╁╄〈]╉╇. 〉 ′┿] ]╄╉]┿ ′╄〈!»

22.00 ‶¨╂¨╃┿

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41. ]╁╄[》 ‶╊┿′┿»

23.25 ‶¨╂¨╃┿

23.30 》/《 «¨╃′¨╊ぃ╀｠»

01.05 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»

01.55 〈/] «╉┿╆┿′¨╁┿»

02.50 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.45 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

04.45 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

05.40 «╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

8.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00 〈/] «╁[┿』╄╀′┿ぅ 〈┿╈′┿»

10.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

11.30 ¨╀╄╃ ╆┿ 30 ╋╇′〉〈

12.00 «╋¨ぅ ‶[┿╁╃┿»

13.00 》/《 «╅╄]〈¨╉╇╈ [¨╋┿′]»

16.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00, 04.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 〈/] «‶¨╃┿[¨╉ ]〉╃を╀｠»

21.00 ╅╇╆′を ‶¨-]¨╁╄〈]╉╇

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «′╇╉〉╃｠【′┿ぅ»

01.20 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»

02.15 〈/] «╉┿╆┿′¨╁┿»

03.10 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

05.05 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.00 «╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

7.30 》/《 «′╇╉〉╃｠【′┿ぅ»

9.20 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.50 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

10.20 «╆╁╄╆╃┿ ぁ‶¨》╇»

18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 》/《 «《¨〈¨ ╋¨╄╈ ╃╄╁〉【╉╇»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 ′¨╁¨]〈╇-41

23.30 》/《 «¨╀¨╊を]〈╇〈╄╊を′╇『┿»

03.00 〈/] «╉┿╆┿′¨╁┿»

03.50 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

04.50 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.20 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

8.00 «╀┿╀を╄ ╊╄〈¨»

9.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╄╁╃¨╉╇ぅ»

11.00 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

12.00 》/《 «〈┿╉┿ぅ ╅╄′】╇′┿»

14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 》/《 «《¨〈¨ ╋¨╄╈ ╃╄╁〉【╉╇»

18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «╉〉》′ぅ»

18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 》/《 «‶┿′ ╇╊╇ ‶[¨‶┿╊», 1-3 ]╄[╇╇

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «′┿╊╄╁¨ ¨〈 ╊╇《〈┿»

01.35 》/《 «』┿] ]〉╃┿»

04.25 〈/] «‶¨╋┿╃′｠╄ ╃╅〉′╂╊╇»

05.20 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

6.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

7.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.40 》/《 «』┿]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁, ╇╊╇ ¨‶╄[┿『╇ぅ 

«╉¨¨‶╄[┿『╇ぅ»

9.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

10.00 》/《 «‶┿′ ╇╊╇ ‶[¨‶┿╊», 4-12 ]╄[╇╇

18.00 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

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

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 》/《 «‶┿′ ╇╊╇ ‶[¨‶┿╊», 13-16 ]╄[╇╇

23.05 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00 》/《 «╉〉[を╄[»

01.45 ╃[┿╋┿ «¨‶╄╉〉′»

05.15 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.25 〈/] «╊┿╊¨╊┿»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃/] «╆╁╄[を, ╉¨〈¨[｠╈ ]‶┿] ╋′╄ ╅╇╆′を»
11.00, 12.30 〈/] «╂¨]‶¨╃┿ ¨《╇『╄[｠»
13.25 》/《 «《[¨′〈 ╀╄╆ 《╊┿′╂¨╁», 1 ]╄[╇ぅ
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «》╄[〉╁╇╋»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»
22.30 》/《 «╀┿〈┿╊を¨′｠ ‶[¨]ぅ〈 ¨╂′ぅ»
00.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.00 〈/] «〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈ 《[¨′〈»
03.00 》/《 «╀╄[╄╂ ╋¨]╉╇〈¨╁»
05.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.45, 12.30 〈/] «╂¨]‶¨╃┿ ¨《╇『╄[｠»
13.15 》/《 «《[¨′〈 ╀╄╆ 《╊┿′╂¨╁», 2 ]╄[╇ぅ
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «》╄[〉╁╇╋»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»
22.30 》/《 «╀┿〈┿╊を¨′｠ ‶[¨]ぅ〈 ¨╂′ぅ»
00.00 》/《 «╇╆ ╅╇╆′╇ ′┿』┿╊を′╇╉┿ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ 

[¨╆｠]╉┿»
01.55 》/《 «╉[╄‶¨]〈′┿ぅ ┿╉〈[╇]┿»
03.50 》/《 «╉[¨╁を ╇ ╁╇′¨»

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃/] «╆╁╄[を, ╉¨〈¨[｠╈ ]‶┿] ╋′╄ ╅╇╆′を»
10.45, 12.30 〈/] «╂¨]‶¨╃┿ ¨《╇『╄[｠»
13.20 》/《 «《[¨′〈 ╆┿ ╊╇′╇╄╈ 《[¨′〈┿», 1 ]╄[╇ぅ
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «》╄[〉╁╇╋»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»
22.30 》/《 «╀┿〈┿╊を¨′｠ ‶[¨]ぅ〈 ¨╂′ぅ»
23.55 》/《 «╉[〉╂»
01.50 》/《 «╋¨′¨╊¨╂»
03.50 ╁]〈[╄』╇ ′┿ ╋¨》¨╁¨╈
04.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]
6.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.00, 12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.40, 12.30 〈/] «╂¨]‶¨╃┿ ¨《╇『╄[｠»
13.15 》/《 «《[¨′〈 ╆┿ ╊╇′╇╄╈ 《[¨′〈┿», 2 ]╄[╇ぅ
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «》╄[〉╁╇╋»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»
22.30 》/《 «╀┿〈┿╊を¨′｠ ‶[¨]ぅ〈 ¨╂′ぅ»
23.55 》/《 «]╁¨╈ ][╄╃╇ 』〉╅╇》, 』〉╅¨╈ ][╄╃╇ 

]╁¨╇》»
01.50 》/《 «╉]╄′╇ぅ, ╊ぃ╀╇╋┿ぅ ╅╄′┿ 《╄╃¨[┿»
03.35 ╁]〈[╄』╇ ′┿ ╋¨》¨╁¨╈
04.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00, 8.00 ]╄╈』┿]

6.10, 04.50 ╃/] «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′-

╃｠ ╉〉]〈¨»

7.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇

10.00, 12.00 ]╄╈』┿]

10.30 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ

11.25, 12.30 》/《 «《[¨′〈 ╁ 〈｠╊〉 ╁[┿╂┿»

15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

15.30 ]╄╈』┿]

16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30 ]╄╈』┿]

19.00 〈/] «》╄[〉╁╇╋»

20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇

20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00 〈/] «╂[┿╅╃┿′╇′ ′┿』┿╊を′╇╉»

01.00 》/《 «]〈[┿]〈╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.35 》/《 «‶¨‶〉〈′¨╂¨ ╁╄〈[┿, «]╇′ぅぅ ‶〈╇『┿»!»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 〈/] «]‶[〉〈»

17.55 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇

18.30 ]╄╈』┿]

19.00 》/《 «╆¨╊¨〈┿ぅ ╋╇′┿»

21.35 》/《 «〈╄]〈｠ ╃╊ぅ ′┿]〈¨ぅ】╇》 ╋〉╅』╇′»

23.00 》/《 «╆╁╄╆╃┿ ‶╊╄′╇〈╄╊を′¨╂¨ ]』┿]〈をぅ», 

1 ╇ 2 ]╄[╇╇

01.00 〈¨[╅╄]〈╁╄′′¨╄ ‶┿]》┿╊を′¨╄ ╀¨╂¨]╊〉-

╅╄′╇╄ ╇╆ ╇]┿┿╉╇╄╁]╉¨╂¨ ]¨╀¨[┿. 

‶[ぅ╋┿ぅ 〈[┿′]╊ぅ『╇ぅ

04.00 》/《 «╆╁╄╆╃┿ ‶╊╄′╇〈╄╊を′¨╂¨ ]』┿]〈をぅ», 

1 ╇ 2 ]╄[╇╇

05.55 ╃/《 «╀╇╀╊╄╈]╉╇╄ ╀╇〈╁｠»

6.00 ╃/《 «╀╇╀╊╄╈]╉╇╄ ╀╇〈╁｠»

7.00 ╃/《 «╁ ‶¨╇]╉┿》 ╂╇╂┿′〈]╉¨╂¨ ¨]を╋╇′¨╂┿»

8.00 》/《 «ぅ]¨′ ╇ ┿[╂¨′┿╁〈｠»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 》/《 «ぅ]¨′ ╇ ┿[╂¨′┿╁〈｠»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.05 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00 》/《 «‶¨ ‶[¨╆╁╇】〉 ╆╁╄[を»

15.40 》/《 «‶¨〈╄[ぅ╁【╇╄ ]¨╊′『╄»

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 》/《 «‶¨〈╄[ぅ╁【╇╄ ]¨╊′『╄»

22.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇

23.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ. ¨ ╂╊┿╁′¨╋

00.00 》/《 «¨, ╂╃╄ ╅╄ 〈｠, ╀[┿〈?»

02.10 》/《 «╋╇]] ╋╇╊╊╇¨′╄[【┿»

04.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 05.25 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
10.00, 16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
10.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «【┿‶╉┿»
12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
17.30 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
20.30 «]¨]╄╃╇»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.45 》/《 «′┿╂[┿╃╇〈を (‶¨]╋╄[〈′¨)»
03.10 》/《 «╉¨╊¨′′┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
10.00, 16.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿
10.30 》/《 «′┿╂[┿╃╇〈を (‶¨]╋╄[〈′¨)»
12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
17.00 «]¨]╄╃╇»
17.30 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
20.30 «]¨]╄╃╇»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»

17.00 «]¨]╄╃╇»

17.30 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»

18.30 «╃╄′を»

19.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

20.30 «]¨]╄╃╇»

21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»

22.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»

00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

01.30 〈[╇╊╊╄[ «′╄ ╁╄╃┿ぅ ‶¨】┿╃｠»

03.05 ╃[┿╋┿ «【┿‶╉┿»

04.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «』┱[〈¨╁ ‶をぅ′╇『┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
10.00, 16.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿
10.30 》/《 «╃╄╊┿╈ - [┿╆!»
12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
17.00 «]¨]╄╃╇»
17.30 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
20.30 «]¨]╄╃╇»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «‶[¨╄╉〈 «‶┿′╃¨[┿»
03.15 》/《 «‶╄[╁｠╈ ぁ〈┿»
04.40 》/《 «╂╃╄ 042?»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
10.00, 16.30 ╁′╄ ╆┿╉¨′┿
10.30 》/《 «╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨╁┿〈を, ╇╊╇ ‶¨]〈¨[¨′-

′╇╋ ╁》¨╃ ╁¨]‶[╄】╄′»
12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
17.00 «]¨]╄╃╇»
17.30 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 22.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
20.30 «]¨]╄╃╇»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
01.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
01.30 》/《 «╊┿╁╇′┿»
03.20 》/《 «』┱[〈¨╁ ‶をぅ′╇『┿»
04.50 》/《 «‶╄[╁｠╈ ぁ〈┿╅»

6.05 ╃[┿╋┿ «╃╄╊┿╈ - [┿╆!»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30 》/《 «′¨╁｠╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╉┿‶╇〈┿′┿ 

╁[〉′╂╄╊ぅ»
11.40 〈/] «╇╁┿′ ‶¨╃〉【╉╇′. ╃╅╄′〈╊を╋╄′ ]｠]╉┿»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»
16.30 》/《 «‶¨ 〈〉 ]〈¨[¨′〉 ╁¨╊╉¨╁»
18.30 》/《 «╃[╄╈《»
20.30 «]¨]╄╃╇»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
21.30 «〉╂¨′»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
22.30, 05.15 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
01.30 〉╅┿]｠ «╃[╄╈《»
03.15 》/《 «‶¨ 〈〉 ]〈¨[¨′〉 ╁¨╊╉¨╁»
05.35 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.15 》/《 «′¨╁｠╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╉┿‶╇〈┿′┿ 

╁[〉′╂╄╊ぅ»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.45 》/《 «╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨╁┿〈を, ╇╊╇ ‶¨]〈¨[¨′′╇╋ 

╁》¨╃ ╁¨]‶[╄】╄′»
11.20 〈/] «╇╁┿′ ‶¨╃〉【╉╇′. ╃╅╄′〈╊を╋╄′ ]｠]╉┿»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»
16.30, 03.30 》/《 «‶¨ 〈〉 ]〈¨[¨′〉 ╁¨╊╉¨╁»
18.30 》/《 «《┿╉〉╊を〈╄〈»
20.30 «]¨]╄╃╇»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
21.30 «〉╂¨′»
22.00 «¨‶╄[┿『╇ぅ ╃¨╊╅′╇╉»
22.30, 05.25 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
23.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.30 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, ╋〉╅╇╉╇!»
00.30 〈/] «[｠『┿[を ╃¨[¨╂»
01.30 〈[╇╊╊╄[ «《┿╉〉╊を〈╄〈»
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6:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
7:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
8:00 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
8:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
8:45 ]╊╄╃¨‶｠〈
9:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
10:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
11:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
11:45 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
12:20 ぃ′｠╄ ¨》¨〈′╇『｠
13:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
14:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
14:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
15:40 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
16:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
16:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
17:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
17:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:55 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
19:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
20:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
20:40 ¨》¨〈┿ ′┿ ╁┿╊を╃【′╄‶┿ ╁ ╀¨]′╇╇
21:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
22:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
23:00 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
23:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
23:45 ]╊╄╃¨‶｠〈
0:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
1:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
2:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
2:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
3:15 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
4:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ] [¨╀]¨′¨╋ 

╂[╇′¨╋
5:00 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
5:40 ╀╊┿╂¨〉]〈[¨╈]〈╁  ̈‶[〉╃¨╁ ╇ ╇》 ̈ ╀]╊〉╅╇╁┿′╇╄

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

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

6:15 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
7:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ] [¨╀]¨′¨╋ 

╂[╇′¨╋
8:00 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
8:40 ╀╊┿╂¨〉]〈[¨╈]〈╁  ̈‶[〉╃¨╁ ╇ ╇》 ̈ ╀]╊〉╅╇╁┿′╇╄
9:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
10:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
10:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
11:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:55 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
13:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
14:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
14:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
15:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
15:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿
16:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
16:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
17:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
18:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
18:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
19:15 ]╄╉[╄〈｠ ̈ 》¨〈｠ ] ╀╄╈╀¨╋ ╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
19:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇
20:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
20:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
21:15 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
22:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ] [¨╀]¨′¨╋ 

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

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

6:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿
7:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
8:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
8:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
9:15 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
10:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ] [¨╀]¨′¨╋ 

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

╂[╇′¨╋
2:00 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
2:40 ‶[┿╁╇╊┿ ╊¨╁╊╇ ╉[〉‶′｠》 ¨╉〉′╄╈
3:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
4:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿ ] ╃╅╄《《¨╋ 〈¨╋┿]¨╋
4:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
5:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
5:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

6:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈

7:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

8:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

9:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄

9:20 ╉┿╊╄′╃┿[を ¨》¨〈′╇╉┿

10:00 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿

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

11:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄

11:25 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

12:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄

12:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇

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

13:45 ¨》¨〈′╇』を╇ ╀┿╈╉╇

14:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈

14:40 ¨》¨〈┿ ╁ 〈〉╋┿′╄

15:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

16:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋

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

17:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿

17:45 ]╊╄╃¨‶｠〈

18:25 ╉┿╊╄′╃┿[を [｠╀¨╊¨╁┿

19:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

20:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

20:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『

21:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈

22:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

23:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
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おけゅょぇ くっ こさけこせしすはす さっこっすうちうの. 
╃ぇあっ っしかう っひ けすきっくうかう – «くぇ 
ぇゃすけきぇすっ» こさうょせす しのょぇ. 

╄とひ けょうく きせいにおぇかぬくにえ きぇ-
しすっさ, さぇぉけすぇのとうえ し たけさけき, 
– おけくちっさすきっえしすっさ ′うおけかぇえ 』っ-
おぇくけゃ, ゃにょぇのとうえしは ぉぇはくうしす. 
′うおけかぇえ 《ひょけさけゃうつ けおけくつうか 
〉さぇかぬしおせの ゅけしせょぇさしすゃっくくせの 
おけくしっさゃぇすけさうの うき. ╋せしけさゅしおけ-
ゅけ. ╆ぇ ょけかゅうっ ゅけょに さぇぉけすに きくけ-
ゅけ さぇい くぇゅさぇあょぇかしは こけつひすくにきう 
ょうこかけきぇきう う ゅさぇきけすぇきう, ぇ いぇ 
ゃにしすせこかっくうは こっさっょ しけかょぇすぇきう, 
しさぇあぇゃてうきうしは ゃ «ゅけさはつうた すけつ-
おぇた», ぉにか せょけしすけっく こけつひすくけゅけ 
いくぇおぇ «╆ぇ さぇいゃうすうっ ゃけっくくけゅけ 
うしおせししすゃぇ».

– ′ぇき こけゃっいかけ さぇぉけすぇすぬ し ゃに-
しけおけおかぇししくにき きせいにおぇくすけき, せ 
おけすけさけゅけ こさっおさぇしくにえ たせょけあっ-
しすゃっくくにえ ゃおせし, – ゅけゃけさうす け しゃけ-
ひき おけかかっゅっ ╇さうくぇ ╁ぇょうきけゃくぇ. 

5ÊÓËÜÒÓÐÀ 16 àïðåëÿ
2011 ãîäà

┿╉[¨╀┿〈╇╉┿

ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ
′ぇすぇかぬは [ぅ╆┿′¨╁┿, ょうさっおすけさ ╃ぃ]【
╇ ゃくけゃぬ ょっすしおけ-のくけてっしおぇは しこけさすうゃくぇは 

ておけかぇ こさうくうきぇかぇ ゅけしすっえ. 7-9 ぇこさっかは しけしすけ-
はかけしぬ けすおさにすけっ かうつくけ-おけきぇくょくけっ こっさゃっく-
しすゃけ くぇ ╉せぉけお ゅけさけょけゃ 〉さぇかぇ こけ しこけさすうゃくけえ 
ぇおさけぉぇすうおっ う こさにあおぇき くぇ ぇおさけぉぇすうつっしおけえ 
ょけさけあおっ, こけしゃはとひくくけっ ╃くの おけしきけくぇゃすう-
おう. ¨すおさにすうっ しけしすはいぇくうえ こさけうしたけょうかけ ゃけ 
╁しっきうさくにえ ょっくぬ いょけさけゃぬは. 〉つぇしすくうおけゃ しけ-
さっゃくけゃぇくうえ う いさうすっかっえ, ゃ つうしかっ おけすけさにた 
くぇたけょうかうしぬ ゃけしこうすぇくくうおう ╃¨〉 わ41, こさう-
ゃっすしすゃけゃぇか こさっいうょっくす そっょっさぇちうう しこけさ-
すうゃくけえ ぇおさけぉぇすうおう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, 
╆ぇしかせあっくくにえ すさっくっさ  ╄ゃゅっくうえ  ╆せぉおけゃ 
しかけゃぇきう かひすつうおぇ-おけしきけくぇゃすぇ, こけつひすくけゅけ 
こさっいうょっくすぇ そっょっさぇちうう しこけさすうゃくけえ ぇおさけ-

ぉぇすうおう ]]][ ╁かぇょうしかぇゃぇ ╁けかおけゃぇ: «╋っくは 
つぇしすけ しこさぇてうゃぇのす きぇかぬつうておう – おぇお しすぇすぬ 
おけしきけくぇゃすけき? ぅ ぉに こけしけゃっすけゃぇか くぇつぇすぬ し 
ぇおさけぉぇすうおう – ねすけ けょうく うい しぇきにた きけかけょにた 
ゃうょけゃ しこけさすぇ, おけすけさにえ しこけしけぉっく さぇいゃうすぬ 
おけけさょうくぇちうの, かけゃおけしすぬ, しうかせ う しおけさけしすぬ ゃ 
けょうくぇおけゃけえ しすっこっくう たけさけてけ. ぁすう おぇつっしすゃぇ 
くっけぉたけょうきに ょかは こけょゅけすけゃおう ぉせょせとうた おけし-
きけくぇゃすけゃ, ぇ せきっくうっ せこさぇゃかはすぬ しゃけうき すっかけき 
しすぇくけゃうすしは くっけすなっきかっきけえ つぇしすぬの ょっはすっかぬ-
くけしすう かひすつうおぇ ゃ おけしきけしっ...» 

] ゅけさょけしすぬの いぇ ういぉさぇくくにえ ゃうょ しこけさすぇ 
いぇ きっょぇかう ぉけさけかうしぬ 186 のくにた こさっょしすぇゃう-
すっかっえ ╆ぇゃけょけせおけゃしおぇ, ぅかせすけさけゃしおぇ (〈の-
きっくしおぇは けぉかぇしすぬ), ╉さぇしくけせさぇかぬしおぇ, ╀っさひ-

いけゃしおけゅけ, ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, ┿しぉっしすぇ, ‶っさきう, 
【ぇょさうくしおぇ. ╁ おけきぇくょくけえ ぉけさぬぉっ くぇ ぇおさけ-
ぉぇすうつっしおけえ ょけさけあおっ ぉっさひいけゃしおうっ ょっゃせておう 
ぉにかう ゃすけさにきう, おけきぇくょぇ のくけてっえ こっさゃけえ; 
こけ しこけさすうゃくけえ ぇおさけぉぇすうおっ こけぉっょうかぇ おけ-
きぇくょぇ ╀╂¨. ╁ かうつくけき いぇつひすっ こけぉっょうすっかはきう 
うい つうしかぇ ぉっさっいけゃつぇく, ょっきけくしすさうさけゃぇゃてうた 
こさけゅさぇききせ けす ゃすけさけゅけ のくけてっしおけゅけ さぇいさは-
ょぇ ょけ きぇしすっさけゃ しこけさすぇ, しすぇかう: くぇ ょけさけあ-
おっ – ╃ぇさぬは ╅せさぇゃかひゃぇ, ]けそぬは 〈せすにくうくぇ, 
┿くぇしすぇしうは 』せゃぇてけゃぇ, ′ぇすぇかぬは ╋うおせてうくぇ,  
╃きうすさうえ ╂うお, ╃きうすさうえ ‶ぇゃかのお,  ╁うすぇかうえ 
[ぇいせゃぇっゃ, ╃ぇくうか ]うゃぇおっ, ぁさうお ‶ぇかぇおはく, 
╃きうすさうえ ╆ぇこけかぬしおうた. ‶け しこけさすうゃくけえ ぇおさけ-
ぉぇすうおっ しさっょう きせあしおうた こぇさ かせつてうっ ┿くょさっえ 

╉けさけすおうた う ╃ぇくうし ╂ぇさうこけゃ, しさっょう しきってぇく-
くにた こぇさ – ′うおけかぇえ ′けしおけゃ う ぃかうは ╇かぬうくぇ, 
しさっょう あっくしおうた すさけっお – ぃかうは ╊っしくうおけゃぇ, 
‶けかうくぇ ]おかはさけゃぇ, ┿かっおしぇくょさぇ ╊せおうつひゃぇ 
こけ こさけゅさぇききっ きぇしすっさけゃ しこけさすぇ. ‶け こさけ-
ゅさぇききっ おぇくょうょぇすけゃ ゃ きぇしすっさぇ しこけさすぇ こけ-
ぉっょうすっかはきう くぇいゃぇくに  ┿くぇしすぇしうは ╀ぇぉせさうくぇ, 
╇さうくぇ ‶けゅかぇいけゃぇ, ┿くゅっかうくぇ  ぃさうくしおぇは. ╁ 
こっさゃけさぇいさはょくうおぇた ゃにうゅさぇかう ┿かひくぇ ╀ぇぉぇはく, 
╋ぇさうは ╆せぉけゃぇ, ╋ぇさうは ′っせこけおけっゃぇ. ]さっ-
ょう のくけてっしおうた さぇいさはょけゃ しゃけう ょけしすうあっくうは 
こさけょっきけくしすさうさけゃぇかう しひしすさに ┿かうしぇ, 〈ぇすぬは-
くぇ う ╃ぇさぬは 【おさっょけゃに, ぇ つっすにさひたかっすくはは 
〈ぇくは ╀ぇぉせさうくぇ けおぇいぇかぇしぬ しぇきけえ きぇかっくぬおけえ 
せつぇしすくうちっえ おさせこくにた しけさっゃくけゃぇくうえ.

ぃ╀╇╊╄╈

]っゅけょくは, 16 ぇこさっかは ゃ 18.00 ゃ ておけかっ うしおせししすゃ 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 すぇすぇさしおけえ こっしくう «╉せさぇえ». 
『っくぇ ぉうかっすぇ 50 させぉかっえ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

«В МОЕЙ ЖИЗНИ МИРСКОЙ 
9 ЛИШЬ ПЕСНЕЙ ЖИВУ»

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ぇゃすけさぇ う ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

é ¡ÜÇÑí-öÜ ÜúÑÜ, 
½Ü¢ñö äÜ£¢ñ ó¿ó ëíÖáüñ,
ぞÜ ÜçñëñÖí, 
öí½ ñïöá Ü êÜëí ÑçÜúÖó¡.
ばäíÑÜ Öí ¡Ü¿ñÖó 
　 äëñÑ ÇÜïäÜÑÜ½ ßÜÇÜ½,
ぢÜäëÜüÜïá ÜöäÜïöóöá ¡ çí½ 
êÜö　 ß▲ Öí ½óÇ.
だÖ ÜöäÜïöóö ½ñÖ　, 
ÜÖ ÜöäÜïöóö, ÜÖ ÑÜßë▲ú,
ご 　 ï çí½ó ç ïöëÜ0 
ïäÜ0 äñïñÖ¡Ü çÖÜçá. 
ぜÜú ëÜÑÖÜú ¡Ü¿¿ñ¡öóç, 
½Üú ëÜÑÖÜú, ÑëíÇÜîñÖÖ▲ú, 
ゑ ½Üñú ¢ó£Öó äëÜïöÜú 
ö▲ ïç　öí　 ¿0ßÜçá. 
ゑ▲ ½ñÖ　, ½Ü¢ñö ß▲öá, 
Öñ Ü£Öíñöñ Ñí¢ñ, 
ぞÜ 　 ï çí½ó  ç ïöëÜ0 äÜïöÜ0, 
äÜäÜ0. 
ぞñ ïÜÑóöñ ½ñÖ　, 
Öñ ïÜÑóöñ ç▲ ïöëÜÇÜ,
ゑ ½Üñú ¢ó£Öó ½óëï¡Üú 
　 ¿óüá äñïÖñú ¢óçÜ. 

でçñö¿íÖí づÜïí¡Üçí 

«‶[╇》¨╃╇〈╄ ゃ くぇて ょけき, くぇてう ょゃっさう けすおさにすに» – くぇこっ-
ゃぇっす ╋うたぇうか ╉けあぇくけゃ, ぉぇさうすけく たけさぇ «〉さぇかぬしおぇは いけ-

さっくぬおぇ». ╉ぇあっすしは, けすゃっす くぇ かのぉけえ ゃけこさけし ╋うたぇうか ]うょけさけゃうつ 
きけあっす くぇえすう ゃ こっしくはた, ぇ ゃしひ こけすけきせ, つすけ せ くっゅけ, おぇお う せ ゃしった 
せつぇしすくうおけゃ くぇさけょくけゅけ おけかかっおすうゃぇ, こけひす ょせてぇ. ╁ ねすけき ゅけょせ すう-
すせかけゃぇくくにえ たけさ けすきっつぇっす 40-かっすうっ. ╉ ねすけえ おさせゅかけえ ょぇすっ おけか-
かっおすうゃ こけょけてひか くっ すけかぬおけ し ゃけさけたけき くぇゅさぇょ, くけ う し ょかうくくにき 
しこうしおけき ょけぉさにた すさぇょうちうえ.

«╋〉╆｠╉┿ ′┿] ]╁ぅ╆┿╊┿» 
〉 ゃしった, おすけ こっさっしすせこうか こけさけゅ 

せのすくけゅけ おぇぉうくっすぇ «〉さぇかぬしおけえ いけ-
さっくぬおう», けすしつひす かっす けしすぇくけゃうかしは, 
ぇ すけ う ゃけゃしっ こけてひか ゃ けぉさぇすくせの 
しすけさけくせ. ]ぇきう けくう くぇいにゃぇのす たけさ 
しぇくぇすけさうっき, ゃ おけすけさけき かっつぇすしは 
かのぉにっ ぉけかっいくう う こっつぇかう. 

– ╆ょっしぬ せ くぇし しけたさぇくうかしは きう-
おさけおかうきぇす, おけすけさにえ ぉにか すけかぬおけ ゃ 
こさけてかけき ゃっおっ: ょけぉさけすぇ, ゃいぇうきけ-
ゃにさせつおぇ, – ゅけゃけさうす しけかうしす ╁かぇょう-
きうさ [せしぇおけゃ. 

╁かぇょうきうさ こけひす ゃ たけさっ ゃきっしすっ 
し あっくけえ ]ゃっすかぇくけえ, おけすけさけえ ゃ 
╃っくぬ さぇぉけすくうおぇ おせかぬすせさに ゃさせつう-
かう ゅけさけょしおせの こさっきうの «╁っさくけしすぬ 
こさけそっししうう». ]っきっえくぇは こぇさぇ くっ 
かっくうすしは っいょうすぬ ゃ ╃╉ «]けゃさっきっく-
くうお» – さっこっすうちうけくくせの ぉぇいせ たけさぇ 
うい ╇いけこかうすぇ, – けしすぇゃかはは ょけきぇ 
ぉっしこけおけえくけっ こけょゃけさぬっ. «‶けしかっ 
こけいょくうた さっこっすうちうえ こさうたけょうすしは 
こけかいおけき こさけたけょうすぬ きうきけ ゅけかけょ-
くにた おけさけゃ», – てせすはす [せしぇおけゃに. 

‶けくぇつぇかせ ╁かぇょうきうさ ┿かっおしぇく-
ょさけゃうつ くっ こかぇくうさけゃぇか しすぇくけゃうすぬ-
しは いぇこっゃぇかけえ おけかかっおすうゃぇ, こさうゃひい 
あっくせ くぇ さっこっすうちうの, ぇ しぇき しっか ゃ 
しすけさけくおっ. ′け いぇあうゅぇすっかぬくにっ くぇ-
さけょくにっ こっしくう くっ けしすぇゃうかう っゅけ 
さぇゃくけょせてくにき, う くぇ けぉさぇすくけき 
こせすう けく いぇはゃうか しせこさせゅっ, つすけ すけあっ 
ゃしすせこぇっす ゃ さはょに たけさうしすけゃ. 

¨ ちっかっぉくにた, けきけかぇあうゃぇのとうた 
しゃけえしすゃぇた おけかかっおすうゃぇ かせつてっ 
ょさせゅうた いくぇっす [けいぇ ぅかぇくょうくけ-
ゃぇ – しすぇさっえてうくぇ たけさぇ, おけすけさぇは 
しすけはかぇ せ しぇきにた うしすけおけゃ っゅけ 
しけいょぇくうは. ╁ ねすけき ゅけょせ, こけきうきけ 

のぉうかっは ぇくしぇきぉかは けくぇ こさぇいょくせっす 
う しゃけえ しけぉしすゃっくくにえ – しっきうょっしは-
すにえ. ′け けぉ うしすうくくけき ゃけいさぇしすっ 
くぇこけきうくぇっす かうてぬ こぇしこけさす, [けいぇ 
〈うきうさけゃくぇ くっ こけ ゅけょぇき ぉけょさぇ 
う ゃっしっかぇ. ‶けひす けくぇ ゃしの あういくぬ: 
ゃ ょっすしおけき しぇょせ, ゃ ておけかっ, ぇゅうす-
ぉさうゅぇょっ. ‶けしかっ しけさけおぇ かっす, こさけ-
ゃっょひくくにた ゃ «〉さぇかぬしおけえ いけさっくぬ-
おっ», けくぇ しすぇかぇ つせゃしすゃけゃぇすぬ しっぉは 
くぇしすけはとうき こさけそう: さぇいぉうさぇっすしは 
ゃ きせいにおぇかぬくにた すっさきうくぇた う あぇく-
さぇた, かっゅおけ けすかうつぇっす すっさちうの けす 
おゃぇさすに. 

«╋¨╈ ╋┿ぁ]〈[¨» 
╊のぉうすっかう しすぇくけゃはすしは こさけそっし-

しうけくぇかぇきう ぉかぇゅけょぇさは ゅさぇきけすくにき 
させおけゃけょうすっかはき. ╇さうくぇ ╀さぇゅうくぇ, 
くっょぇゃくけ ゃしすぇゃてぇは せ させかは たけさぇ, 
けおけくつうかぇ [けししうえしおせの ぇおぇょっきうの 
うき. ╂くっしうくにた う すっこっさぬ けぉせつぇっす 
きせいにおぇかぬくにき こさっきせょさけしすはき しさぇ-
いせ ょゃぇ おけかかっおすうゃぇ – «〉さぇかぬしおせの 
いけさっくぬおせ» う ょっすしおうえ ぇくしぇきぉかぬ-
しこせすくうお «╆ぇさはくおぇ». ‶っゃちに こけ-
くぇつぇかせ くぇしすけさけあっくくけ けすくっしかうしぬ 
お くけゃけきせ させおけゃけょうすっかの, ゃっょぬ ょけ 
ねすけゅけ たけさきっえしすっさぇきう おけかかっおすうゃぇ 
ゃしっゅょぇ ぉにかう きせあつうくに. ′け ╇さうくぇ 
╁ぇょうきけゃくぇ くぇてかぇ けぉとうえ はいにお し 
こっゃちぇきう しさぇいせ, こけおけさうゃ うた しゃけ-
うき かうつくにき う こさけそっししうけくぇかぬくにき 
けぉぇはくうっき. 

– ╉けかかっおすうゃ ょさせあくにえ し おけかけし-
しぇかぬくにきう すさぇょうちうはきう, し せきっくう-
っき ゃっしすう しっぉは くぇ しちっくっ, – さぇし-
しおぇいにゃぇっす け しゃけうた こけょけこっつくにた 
╇さうくぇ ╀さぇゅうくぇ. – ¨くう けつっくぬ 
こけしかせてくにっ う ょうしちうこかうくうさけゃぇく-
くにっ, ぉっい しっさぬひいくにた こさうつうく くう-

– ╁け ゃさっきは くぇてっえ しけゃきっしすくけえ 
さぇぉけすに くうおけゅょぇ くっ ぉにかけ くぇおかぇ-
ょけお. ぅ せゃっさっくぇ, っしかう ′うおけかぇえ 
《ひょけさけゃうつ くぇ しちっくっ – ゃしひ ぉせょっす 
けすかうつくけ!  

╉しすぇすう, きせいにおぇくす はゃかはっすしは 
くっ すけかぬおけ おけくちっさすきっえしすっさけき 
«〉さぇかぬしおけえ いけさっくぬおう», くけ う させ-
おけゃけょうすっかっき ぇくしぇきぉかは «╆けかけすけえ 
おぇぉかせつけお». 

«′┿╋ ‶╄]′ぅ ]〈[¨╇〈を 
╇ ╅╇〈を ‶¨╋¨╂┿╄〈» 
『っかっぉくにっ しゃけえしすゃぇ たけさぇ しけつっ-

すぇのすしは し さっょおけえ ょせてっゃくけえ けぉしすぇ-
くけゃおけえ ゃくせすさう おけかかっおすうゃぇ. «╋に – 
しっきぬは», – ゅけゃけさはす こっゃちに. 』すけ ぉに 
くう しかせつうかけしぬ, «さけょしすゃっくくうおう» うい 
«╆けさっくぬおう» こっさゃにきう こさうょせす くぇ 
ゃにさせつおせ. ¨くう こけきけゅぇのす ょさせゅ ょさせ-
ゅせ こっさっあうゃぇすぬ しっきっえくにっ こけすっさう, 
しうょっすぬ し ゃくせおぇきう う ょぇあっ いぇしぇあう-
ゃぇすぬ けゅけさけょ. 

– 〉 くぇし しけゃきっしすくぇは ゃっしっくくはは 
こけしっゃくぇは, – ゅけゃけさうす ′ぇょっあょぇ ╃け-
ぉさにくうくぇ. – ′っょぇゃくけ こけしぇょうかう いっ-
かっくぬ ゃ すっこかうちっ せ ]ぇてう. 

– ┿ せおさけこ すけあっ こけしぇょうかう? – うく-
すっさっしせっすしは ┿かっおしぇくょさ ╊はきうく, ゃ 
つぬっえ すっこかうちっ こけたけいはえくうつぇかう いぇ-
ぉけすかうゃにっ おけかかっゅう. 

– ‶けしぇょうかう! – せしこけおぇうゃぇっす 
っゅけ ′ぇょっあょぇ ′うおけかぇっゃくぇ. – 
╋に いぇ ゃしった こっさっあうゃぇっき, しすぇ-
さぇっきしは こけきけゅぇすぬ. ╄いょうき ょさせゅ お 
ょさせゅせ くぇ おぇさすけておせ – ねすけ すけあっ 
すさぇょうちうは. 

╄とひ けょくぇ ょけぉさぇは すさぇょうちうは おけか-
かっおすうゃぇ – ゃきっしすっ けすきっつぇすぬ ょくう 
さけあょっくぬは う ょさせゅうっ こさぇいょくうおう. 
╉ぇあょにえ つかっく たけさぇ ゅけすけゃうす しけぉ-
しすゃっくくにえ くけきっさ, う, おけくっつくけ, くっ 
けぉたけょうすしは ぉっい いぇしすけかぬくにた こっしっく, 
おけすけさにっ うしこけかくはのすしは うしおかのつう-
すっかぬくけ たけさけき. ╉ぇお ゅけゃけさはす しぇきう 

せつぇしすくうおう, こけ けょうくけつおっ こっすぬ けくう 
せあっ くっ かのぉはす, くっけぉたけょうきぇ «ゅけかけ-
しけゃぇは こけょょっさあおぇ». 

╆ぇこぇしくうおう すぇかぇくすけゃ «〉さぇかぬ-
しおけえ いけさっくぬおう» こけこけかくはのすしは 
きけかけょにきう せつぇしすくうおぇきう. ╁くせすさう 
たけさけゃけえ しっきぬう さっこっすうさせっす つっすぇ 
〉しすぬはくちっゃにた – ╊のょきうかぇ ╋う-
たぇえかけゃくぇ し ょけつおけえ ╄おぇすっさうくけえ. 
╉ぇすは けおけくつうかぇ ておけかせ うしおせししすゃ 
う 〉さぇかぬしおけっ ゅけしせょぇさしすゃっくくけっ 
こっょぇゅけゅうつっしおけっ せつうかうとっ こけ 
しこっちうぇかぬくけしすう おけきこぬのすっさくにっ 
すったくけかけゅうう. ╀せょせとっゅけ いゃせおけさっ-
あうししひさぇ こさうゃっかぇ ゃ たけさ きぇきぇ, ょけ 
ねすけゅけ ょっゃせておぇ ゃにしすせこぇかぇ すけかぬ-
おけ ゃ ねしすさぇょくけき あぇくさっ. ]っえつぇし 
けくぇ くぇぉうさぇっすしは けこにすぇ せ きぇすひ-
さにた たけさうしすけゃ, う ねすけす こさけちっしし 
っえ つさっいゃにつぇえくけ くさぇゃうすしは. ┿ 
さぇいゃっ きけあっす ぉにすぬ こけ-ょさせゅけきせ, 
おけゅょぇ すっぉは けおさせあぇのす すぇおうっ さぇ-
ょせてくにっ, ゃっしひかにっ う すゃけさつっしおうっ 
かのょう? 

╁ つっしすぬ しゃけっゅけ 40-かっすうは 
«〉さぇかぬしおぇは いけさっくぬおぇ» ゅけすけゃうす 
ょかは ぉっさっいけゃつぇく う しゃけうた ょさせ-
いっえ うい ょさせゅうた ゅけさけょけゃ ぉけかぬてけえ 
おけくちっさす, おけすけさにえ しけしすけうすしは 12 
うのくは. ¨ぉっとぇのす, つすけ しのさこさういけゃ 
ぉせょっす きくけゅけ: くけゃにっ こっしくう, くっ-
けあうょぇくくにっ くけきっさぇ う ょぇあっ すぇく-
ちに… ┿ ゃ おぇつっしすゃっ こけょぇさおぇ こっゃ-
ちに たけすはす つせすぬ ぉけかぬてっ ゃくうきぇくうは 
う いぇぉけすに しけ しすけさけくに ゅけさけょしおうた 
ゃかぇしすっえ.  』すけぉに ょけきぇ うた せゃぇあぇ-
かう う ちっくうかう すぇお あっ, おぇお くぇ そっ-
しすうゃぇかはた, けすおせょぇ おけかかっおすうゃ こさう-
っいあぇっす し きくけあっしすゃけき くぇゅさぇょ. 
╁っょぬ さっゅせかはさくけ くぇ こせすう お せしこったせ 
ゃけいくうおぇっす きくけゅけ «すったくうつっしおうた» 
しかけあくけしすっえ: すさぇくしこけさす, こけてうゃ 
おけしすのきけゃ, う こけきけとぬ くうおけゅょぇ 
かうてくっえ くっ ぉせょっす. 

』かっくに たけさぇ – ゅかぇゃくにっ いぇゃけょうかに 
くぇ きぇしかっくうつくにた ゅせかはくうはた
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〉しかせゅう ╂させいけこっさっゃけいおう [ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╅うゃけすくにっ

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 】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, きはしけ しゃうくにくに.  
8-912-21-33-613, 4-91-87.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ. 8-950-63-28-079.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ]っくけ. 8-902-26-15-461.
[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

╁ぇおぇくしうう

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

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ゃぇさすうさに こけしせすけつくけ, こけ つぇ-

しぇき. 8-965-53-00-444.
[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ. 8-904-98-90-710.
[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ. こ. ╊けしうくにえ, ょけき 
こ. ╉かのつっゃしお. 8-912-66-54-164.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ, せか. 
¨おすはぉさぬしおぇは, 17, 35/24/7. 8-908-
63-37-937.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12, 
53 き2, 8-908-63-63-993.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, 
おうさこうつ, 6/9, 54/36/8. ╇かう きっくはの 
くぇ ょけき し ゃけょけえ う ゅぇいけき. 8-904-98-
51-629.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, こ. 【うておうくけ (いぇ こ. 
【うかけゃおぇ), 11 しけす., ゅぇい, ねか-ゃけ, ょけ-

さけゅう. 『. 850 す.さ. 8-919-39-48-162.
[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, 2 おぇさぬっさ, 16 しけす., さっおぇ, 
かっし. 『. 730 す.さ. 8 (343) 201-63-22.

[╄╉╊┿╋┿

• 2 いっき. せつ-おぇ, お/し "』っさっきてぇくおぇ", 
こけ 12 しけす., う いっき. せつ-お ゃ お/し "╃ぇつくうお", 
8 しけす. 4-57-17, 8-950-20-17-065.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っこかにえ こけか こけょ かのぉけっ こけおさに-

すうっ, しぇくすった. さぇぉけすに. 8-908-90-68-758.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けしすぇゃおぇ: 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.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけきけくすぇあ. 8-965-50-

10-351.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ "〉さぇかねかっおすさけきけくすぇあ" 
こさけういゃけょうす せしすぇくけゃおせ 2-すぇ-
さうそくにた ねか. しつっすつうおけゃ, ぇ すぇおあっ 
ねか. きけくすぇあ かのぉけえ しかけあくけしすう. 
′っょけさけゅけ. ‶っくしうけくっさぇき しおうょおう. 8 
(343) 378-04-76, 8-912-04-80-476.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すさけうすっかぬくにっ さぇぉけすに かの-
ぉけえ しかけあくけしすう. 8-904-54-08-889.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす けょっあょに うい すおぇくう, 
おけあう, きったぇ, せか. ╉さぇしくけぇさきっえ-

しおぇは, 4┿. 8-905-80-07-341.
[╄╉╊┿╋┿

• [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. 
4-28-58, 8-904-54-07-708.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, くぇこう-

かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-922-02-64-891.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶せょさぇ ぉさけくいけゃぇは. 8-952-13-
64-235.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 1100 させぉ. 
8-902-87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, 1000 させぉ. ‶うかけきぇすっさうぇか, 
いぇぉけさくにっ しすけかぉうおう. 8-904-98-37-546.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-

529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-
145.

[╄╉╊┿╋┿

• ̈ 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉに ょけきけゃ, ぉぇくぬ, ょぇつくにた 
ょけきうおけゃ. ╊のぉにっ さぇいきっさに. ╉けき-

こかっおすぇちうは う きけくすぇあ こけょ おかのつ. 
8-912-69-07-181.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 【うくけきけくすぇあくうお, けこにす さぇぉけ-

すに けぉはいぇすっかっく. 8-904-38-32-525.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨たさぇくくうおう (あっく., きせあ.), ょう-

こかけき, おゃぇかうそうおぇちうは, さぇぉけすぇ くぇ 
′╀‶, ╇いけこかうす. 266-29-48, 266-29-97.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けゃぇさ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ ゃ おぇそっ. 4-84-40.
[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ, 【ぇさすぇて. 8 (343) 
278-53-52, 341-59-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち くぇ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょしすぇゃうすっかぬしすゃせ うくけしすさぇく-

くけえ おけきこぇくうう すさっぉせっすしは しっ-
おさっすぇさぬ しけ いくぇくうっき こっさゃうつくけえ 
ぉせたゅぇかすっさうう ょかは ゃっょっくうは ょっかけ-

こさけういゃけょしすゃぇ, ゃ すけき つうしかっ さぇぉけすぇ 
し こさけゅさぇききけえ "1]", ゅ. ╀っさひいけゃ-

しおうえ. ‶けかくぇは いぇくはすけしすぬ, い/こ 17 
す.さ. 8-912-27-00-553.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお くぇ しおかぇょ きっすぇか-

かけこさ., け/さ. 8-922-13-55-840.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ すさっぉせっすしは 
すったくうお ぇゃすけしかせあぉに し けこにすけき 
さぇぉけすに ゃ ょっかけこさけういゃけょしすゃっ (あっく-

とうくぇ けす 30 かっす). 4-91-93.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

すけさ.  8-922-21-31-317. 
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 

させぉ./つ. 8-904-54-32-354.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 6 す + ゃにておぇ 22 
き. 8-952-13-80-272.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶け [けししうう. 8-952-13-80-272.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ¨ぉけさせょけゃぇくうっ ょかは てうくけ-
きけくすぇあぇ. 8-904-98-15-455.

[╄╉╊┿╋┿

]こっちすったくうおぇ

╀ういくっし

‶さけょせおすに こうすぇくうは
ÏÐÎÄÀÌ

• ╋っかおぇは おぇさすけておぇ. 8-904-98-
76-732.

[╄╉╊┿╋┿

ゑ▲ëí¢íñ½ ïñëÑñôÖÜ0 ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá 
どで "ぱ¿íÇ½íÖ", ÑëÜ£á　½, £Öí¡Ü½▲½ ó çïñ½ 

Üïöí¿áÖ▲½, Ü¡í£íçüó½ äÜ½Üàá 
ç ÜëÇíÖó£íîóó äÜêÜëÜÖ

╆しけせそうそこ 
〉あてあしへけ ╅しかさつかかうせふ.

[けょくにっ う ぉかういおうっ

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆–21093. 8-922-19-53-896.
[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす
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- 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)

!

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

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

www.gostspecstroy.ru  
 219-43-83, 8-904-16-15-763
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けす 6500 させぉ.
РеBетки,  заборы,  ворота,  

лестни@ы,  козырCки

8-912-04-56-404
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

づぎとずんぜん

┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706
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ぢëñÑäëó　öó0, ÖíêÜÑ　àñ½Üï　 ç ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, 
Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëíßÜöÜ öëñßÜ0öï　 

◊ 】》╅[《╇ぅ¨[¨ 
◊ ╅》》╅『╅【ぁ¨[¨ 

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

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

£çÜÖóöá ç ëíßÜôññ çëñ½　 ï 9.00 ÑÜ 17.00 ô.
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Блоки 
из полистеролбетона 

ふＱＡ ４ＳＷＦＺが 
３Ｎ０４ｂ ＱＡ ３ＵＦＺｍ３０ＡＺぶ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄╉╊┿╋┿

www.terra_ekb.ru

¨¨¨ "【うかけゃしおけっ" すさっぉせっすしは 
きっくっょあっさ 

ゃ けすょっか ょけしすぇゃおう
すさっぉけゃぇくうは:

äåâóøêà, îò 24 ëåò
çíàíèå "1Ñ: Ïðåäïðèÿòèå"
îôèñíûõ ïðîãðàìì (Word, Excel)
îïûò ðàáîòû â òîðãîâëå

Ãðàôèê ðàáîòû, çàðàáîòíàÿ ïëàòà 
ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíèÿ

Ðåçþìå ïðèíèìàþòñÿ 

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå:

kls@shilovskoe.ru

èëè ïî ôàêñó 4-76-72,
êîíòàêòíûé òåëåôîí

8-904-16-76-210
]まおすけしあ 』てかたあせそうせあ
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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
[╄╉╊┿╋┿

Тепли@ы
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 м

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014
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◊ ┑┍┉〞┏┞-┏〞┐┑┍┖┌┇┉〞 4-5 ┏〞┆┏┞┃〞
┍┎┊〞┑〞 ┑┏┒┃〞 ┐┃┄┊┛┌〞┞, ┍┑ 24 000 ┏┒─.
◊ ┑┍┉〞┏┞-┏〞┐┑┍┖┌┇┉〞 4-6 ┏〞┆┏┞┃〞 ┌〞 ┉┍┍┏┃┇┌〞┑┌┍-┏〞┐┑┍┖┌┍┈ ┐┑〞┌┍┉ 
┍┎┊〞┑〞 ┑┏┒┃〞 ┐┃┄┊┛┌〞┞, ┍┑ 24 000 ┏┒─.
◊ ┑┍┉〞┏┞-┉〞┏┒┐┄┊┛┘┇┉〞 4-5 ┏〞┆┏┞┃〞 
┍┎┊〞┑〞 ┑┏┒┃〞 ┐┃┄┊┛┌〞┞, ┍┑ 24 000 ┏┒─.
◊ ┐┊┄┐〞┏┞-┐─┍┏┘┇┉〞 3-6 ┏〞┆┏┞┃〞
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ┐┊┄┐〞┏┞-┏┄┋┍┌┑┌┇┉〞 ┎┍ ┏┄┋┍┌┑┒ ┑┄└┌┍┊┍│┇┖┄┐┉┍│┍ ┍─┍┏┒┃┍━〞┌┇┞ 
4-6 ┏〞┆┏┞┃〞 
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ├┊┄┉┑┏┍┋┍┌┑┄┏〞, │┏┒┎┎〞 ┃┍┎┒┐┉〞 ┃┍ 1000 V 
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ┇┌┅┄┌┄┏〞-┉┍┌┐┑┏┒┉┑┍┏〞
┆┌〞┌┇┄ «ザ┍┋┎〞┐» ┍─┞┆〞┑┄┊┛┌┍, ┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ┇┌┅┄┌┄┏〞-┑┄└┌┍┊┍│〞
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇
◊ ─┒└│〞┊┑┄┏〞 ┎┍ ┏〞┐┖┄┑〞┋ ┆〞┏〞─┍┑┌┍┈ ┎┊〞┑┚, ┆┌〞┌┇┄ "1ヅ: グドダ"
┍┎┊〞┑〞 ┎┏┇ ┐┍─┄┐┄┃┍━〞┌┇┇

ゐñ£ çëñÑÖ▲ê äëóç▲ôñ¡. ぢÜ¿Ö▲ú ïÜîóí¿áÖ▲ú äí¡ñö. 
ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜïöíç¡í íçöÜöëíÖïäÜëöÜ½ äëñÑäëó　öó　.

ぜñïöÜ ÖíêÜ¢ÑñÖó　: ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, Ü¿. ぢÜü¡óÖí, 1í 
(öñëëóöÜëó　 だんだ «ぜÜÖñöÖ▲ú öëí¡öÜëÜëñ½ÜÖöÖ▲ú £íçÜÑ»)

8 (34369) 3-49-36, 3-41-66, 8-919-36-69-546
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¨¨¨ "╀っさっいけゃしおうえ いぇゃけょ きぇてうくけしすさけうすっかぬくにた おけくしすさせおちうえ 
"Áåðìàø" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 

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

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

[╄╉╊┿╋┿

ダ┏┒┎│─┟ ┊┎┌┏─┍┈┟ ┏┐┈┌┅┒ ┍─ ┐─━┎┒┓ áóõãàëòåðà 
│ ┒┐─┍┑┏┎┐┒┍┎-┑┊┋─┄┑┊┓┞ ┑┋┓┆━┓.

バ┑┋┎│┈┟: ┐─━┎┒─ ┍─ ┑┊┋─┄┅ │ ┃. カ┅┐┅┇┎│┑┊┈┉. デ┒─┍┄─┐┒┍┛┉ ┃┐─└┈┊. 
ケ┛┏┋─┒─ ┇─┐─━┎┒┍┎┉ ┏┋─┒┛ ┑│┎┅│┐┅┌┅┍┍┎ 2 ┐─┇─ │ ┌┅┑┟┖. 

ゲ/┏ ┎┒ 14000 ┐┓━. ダ┏┛┒ ┐─━┎┒┛ ┎┒ 1 ┃┎┄─.

Êîíò. òåë. 8-912-69-95-200. Åëåíà Âàñèëüåâíà [╄
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╆┿¨ «〉╉ ╂けさ]ゃっす»
〈さっぉせっすしは くぇ こけしすけはくくせの 

さぇぉけすせ:
せぉけさとうちぇ

くぇ こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ

╂さぇそうお さぇぉけすに: 12 つぇしけゃ, 2/2 ょくは

〈っか. 4-51-28
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╆┿¨ «〉╉ ╂けさ]ゃっす»
〈さっぉせっすしは くぇ こけしすけはくくせの 

さぇぉけすせ:
 きぇてうくうしす 

ぇゃすけゅうょさけこけょなっきくうおぇ
╆/こ けす 20000 させぉかっえ

〈っか. 4-51-28
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Сейф-?вери, реBетки, 
ворота, кованые из?елия

せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ
(き-く "╉うさけゃしおうえ")

8-919-36-40-690
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Сантехника
Электрика

8-909-70-24-003
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┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, ゅょっ 

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

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

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

[せぉさうおぇ ___________________________________________________

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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



ÆÈÂÎÒÍÛÅ
‶[¨╃┿╋

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╉けすはすぇ うとせす ょけぉさにた たけいはっゃ.  
8-904-38-24-621.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]っくけ. 8-902-26-15-461.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╋けさしおぇは しゃうくおぇ こけさけょに 〈っおしっかぬ 
(おせつっさはゃぇは, ょかうくくけてっさしすくぇは), しぇきっち, 
けおさぇし つっさくにえ し ぉっかにき, し さけょけしかけゃくけえ. 
『. 3 す.さ. (すけさゅ). 8-902-25-47-762.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃けえくにっ おけいに. 8-950-20-31-767.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
‶[¨╃┿╋

• ]おせすっさ, 2007 ゅ.ゃ., ゃ たけさけてっき 
しけしすけはくうう. 『. 10 す.さ. 8-902-27-53-007.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• [ぇょうぇすけさ, ぉっくいけくぇしけし 
"╅うゅせかう-06", くっきくけゅけ ぉ/せ. 8-912-
27-26-398.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

』┿]〈′｠╄ ╀╄]‶╊┿〈′｠╄ ¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ
ÄÅÒÑÊÎÅ 

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÐÀÇÍÎÅ 
‶[¨╃┿ぃ

• ‶うぇくうくけ "ぁかっゅうは", ちゃっす つっさくにえ, 
ゃ たけさ. しけしすけはくうう, しぇきけゃにゃけい. 8-950-
63-24-032.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]すっくおぇ. ′っょけさけゅけ. 8-950-65-26-337.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃うゃぇく, 2 おさっしかぇ ぉ/せ. ′っょけさけゅけ. 
]ぇきけゃにゃけい. 4-44-38.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ┿かけね 3 う 5 かっす, "╆けかけすけえ せし". 4-87-
26, 8-950-19-63-686.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

′ぇゃけい, すけさそ, 
ゃ きっておぇた [╄
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ぅ, 》せしくせすょうくけゃぇ ′ぇうかは ╋ぇたせこけゃくぇ, こさけあうゃぇのとぇは こけ ぇょさっしせ:
]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, こけし. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 14, おゃ. 5,

しけけぉとぇの せつぇしすくうおぇき ょけかっゃけえ しけぉしすゃっくくけしすう

け ゃにょっかっくうう いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ ゃ しつっす しゃけっえ ょけかう 51000/936934 
ゃ こさぇゃっ しけぉしすゃっくくけしすう くぇ いっきっかぬくにえ せつぇしすけお, さぇしこけかけあっくくにえ こけ 
ぇょさっしせ: [《, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, ‶]╉ "【うかけゃしおうえ", 
おぇょ. わ66:35:0221001:428 うい つうしかぇ いっきっかぬ しっかぬしおけたけいはえしすゃっくくけゅけ 
くぇいくぇつっくうは ょかは ゃっょっくうは かうつくけゅけ こけょしけぉくけゅけ たけいはえしすゃぇ.

╁にょっかはっきにえ いっきっかぬくにえ せつぇしすけお さぇしこけかけあっく: [《, ]ゃっさょかけゃしおぇは 
けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, 1550 き くぇ のゅけ-いぇこぇょ けす のゅけ-いぇこぇょくけえ 
ゅさぇくうちに こ. ]ぇさぇこせかおぇ, おぇょ. わ66:35:0221001:1432, こかけとぇょぬの 51341 
+ 1983 き2.

]ゃけう こさっすっくいうう こさけてせ くぇこさぇゃかはすぬ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ けすょっか 《っょっさぇかぬくけえ 
しかせあぉに 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 おぇょぇしすさぇ う おぇさすけゅさぇそうう こけ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ ぇょさっしせ: 

623700, [《, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, 
せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 12

[╄╉╊┿╋┿



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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66119. 〈うさぇあ 2895 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

¨すょっか さっおかぇきに  - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿, ╉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.

‶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.

16 àïðåëÿ
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]すせょうは しすうかは 
TREND

┒┉┊〞┃┉〞 – 500 ëÜß.
┋〞┉┇┞┅ – 500 ëÜß.
(ïçíÑñßÖ▲ñ, ÑÖñçÖ▲ñ, 
çñôñëÖóñ, Ñ¿　 ïéñ½Ü¡)

┉┍┌┐┒┊┛┑〞┕┇┞ ┐┑┇┊┇┐┑〞
 – 500 ëÜß.

┏〞─┍┑〞 ┐ ┍─┏〞┆┍┋ 
Üö 700 ëÜß./ôíï

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

┎┍┃─┍┏ 〞┉┐┄┐┐┒〞┏┍━ 
Üö 700 ëÜß./ôíï

╀にすぬ しすうかぬくにき – 
ねすけ TREND!

8-952-73-22-122

[╄
╉╊

┿╋
┿

』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.

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.ru

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

[╄╉╊┿╋┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

’◇＆☆″☆￥●◎″☆ ‥々〇 
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Ж?E:?F DJ?IDH=H A>HJH<VY,
:DLB<GH=H >HE=HE?LBY B 
;E:=HIHEMQBY < K?FVYO.

╇.け. くぇつぇかぬくうおぇ ¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ╂¨ 
こけょこけかおけゃくうお きうかうちうう ].]. ╋ぇすゃうっくおけ
‶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 こさう ¨╁╃ 
こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ╂¨ ╊.╋. ぅさけてっゃうつ

┳》╉╈《》′ょ』′ゅ 』》╉╅【╉』『ょ:

┥┷┯╀┨┲┫┩┴┬┵┶
ï Ü/ë ç ¡íëáñëñ
8-919-39-15-092

[╄
╉╊

┿╋
┿

〈っぉは きに し のぉうかっっき こけいょさぇゃかはっき,
[けょくけえ すに くぇて, かのぉうきにえ つっかけゃっお!

╆ょけさけゃぬは おさっこおけゅけ けす ゃしっえ ょせてう あっかぇっき,
╃ぇえ ╀けゅ, つすけぉ こけょかうくくっっ ぉにか すゃけえ ゃっお!

〈っこかぇ すっぉっ ゃ しっきぬっ さけょくけえ
╁ こけゅけあうえ ょっくぬ う ゃ ょっくぬ くっくぇしすくにえ.

╅っかぇっき さぇょけしすう いっきくけえ,
╆ょけさけゃぬは, ぉけょさけしすう う しつぇしすぬは!

╃けさけゅぇは う かのぉうきぇは きぇきけつおぇ, 
すっとぇ, ぉぇぉせておぇ
』っさっきくにた 

╊のょきうかぇ ┿くょさっっゃくぇ!

╃っすう, いはすぬ, ゃくせおう

∴Ａ８０ＬｇＦｒ ４０ＥＡＺｍ ゎ〕ＡＷＣＥＳ３ＸＬＦＧ Ｗ０１ＳｉＦＧゎ

ПHA>J:<EY?F 
M<:@:?FMX 

АE?DK??<M
ИJBGM

АE?DK:G>JH<GM
K ДG?F JH@>?GBY!
∞ｂＸＺｎ ｂＮｍ１ＬＳＧが Ｗ０８ＳＸＺｎｑが Ｎｑ１Ｓ３ｎｑ
♂ＡＷ８ｇＡ ［０ｊＡ ＵＳＮＱＦＺＸｒ ３ＸＡ４８０ぁ
「ＡＮ０ＡＰ ＸＦＮが ｏＱＡＷ４ＦＦが Ｅ８ＳＷＳ３ｎｒが
♂ｉ０ＸＺｎｒ Ｑ０ ８ＳＮ４ＦＡ ４Ｓ８０ぁ 
＜ｂＤＱｍＰ ＵｂＸＺｎ １ｂ８ＡＺ ［０ｊ ＺＷｂ８が
［ ＷＡ０ＮｎＱＳＸＺｎ ＰＡｉＺｍ ＵＷＡ３Ｗ０ＺｒＺＸｒが
＜Ａ３Ｅ４Ｓ８ｍ ＵｂＸＺｎ ＰＦＰＳ ＵＷＳＧ８ｂＺが
〔 ３ＸＡ Ｑ０ｉＦＱ０Ｑｎｒ に Ｘ３ＡＷｊ０ＺＸｒぁ
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