
╂ぇいっすぇ
ういょぇっすしは

し 20 しっくすはぉさは
1937 ゅ.

『っくぇ しゃけぉけょくぇは

2011
ぶぎどゑぎづゎ
21 íäëñ¿　

ヽ 42 (9717)
╃くう ゃにたけょぇ: ╁〈¨[′╇╉, 』╄〈╁╄[╂, ]〉╀╀¨〈┿.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

2011

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

╃くう ゃにたけょぇ: ╁〈¨[′╇╉, 』╄〈╁╄[╂, ]〉╀╀¨〈┿.

』╇〈┿╈〈╄ ╁ ]╊╄╃〉ぃ】╄╋ ′¨╋╄[╄: 』╄[′¨╀｠╊を – ╂¨[を╉┿ぅ 〈[┿╁┿...

‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
‶はすくうちぇ, 22 ぇこさっかは

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき +5 +7, くけつぬの +2 +4

╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ 3-6 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 734 きき さす.しす.
]せぉぉけすぇ, 23 ぇこさっかは

¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 
ょくひき +8 +10, くけつぬの +3 +5

╁っすっさ いぇこぇょくにえ 3-7 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 737 きき さす.しす.

Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû,
æèòåëè ï. Íîâîáåðeçîâñêîãî!

‶さうゅかぇてぇっき ╁ぇし

Â ÂÅËÈÊÓÞ 
ÑÓÁÁÎÒÓ

23 ぇこさっかは ゃ 14.00
くぇ けcゃはとっくうっ 

こぇしけた, おせかうつっえ
う こさぇいょくうつくけえ 

しくっょう 
せ 》さぇきぇ 

しゃ. きつ. 
╇けぇくくぇ ╁けうくぇ[╄╉╊┿╋┿

╁ ‶[╄╃╃╁╄[╇╇ 9 ╋┿ぅ

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ!
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, 
そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

]╊¨╁¨ «ゅけかせぉぬ» ゃにいにゃぇっす 
きくけゅけ ぇししけちうぇちうえ. ╁ させし-

しおけき はいにおっ しせとっしすゃせのす すぇおうっ 
けぉけさけすに, おぇお «ゅけかせぉうくぇは つっしす-
くけしすぬ», «ゅけかせぉうくぇは おさけすけしすぬ», 
«つうしすぇ, おぇお ゅけかせぉおぇ». ] うた こけ-
きけとぬの きけあくけ けこうしぇすぬ つっかけゃっ-
おぇ う おぇあょにえ こけえきひす, け つひき きに 
ゅけゃけさうき. ╂けかせぉぬ し ゅけかせぉおけえ, 
おけすけさにっ けぉくうきぇのす ょさせゅ ょさせ-
ゅぇ, – ねすけ しうきゃけか しつぇしすかうゃけゅけ 
しせこさせあっしすゃぇ. ╇いけぉさぇあっくうっ ゅけ-
かせぉは おけゅょぇ-すけ くっ したけょうかけ しけ 
しすさぇくうち ぉせおゃぇさっえ, しけしっょしすゃせは し 
かけいせくゅけき «╋うさ. 〈させょ. ╋ぇえ». 〈ぇ-
おうき けぉさぇいけき, ゅけかせぉぬ – しうきゃけか 
ょせてっゃくけえ つうしすけすに, ぉかぇゅけこけかせ-
つうは, きうさぇ くぇ いっきかっ. 

¨ぉけ ゃしひき ぉけゅぇすしすゃっ しきにしかけゃ おぇお-
すけ くっ ょせきぇっすしは, おけゅょぇ くぇぉかのょぇってぬ 
いぇ しういけおさにかにきう くぇ けしすぇくけゃおっ けぉとっ-
しすゃっくくけゅけ すさぇくしこけさすぇ. ]かうておけき せあ 
けくう けぉにょっくくにっ, しかうておけき ぉかういおけ 
あうゃせす お ゅけさけょしおけえ ゅさはいう. ┿ おけゅょぇ 
ゃゃにしぬ ゃいきにゃぇっす ゅけさょぇは こけさけょうしすぇは 
こすうちぇ – しけゃしっき ょさせゅけっ ょっかけ.

〈ぇおせの おぇさすうくせ きけあくけ くぇぉかのょぇすぬ 
ゃ こけしかっょくうっ くっしおけかぬおけ かっす おぇあょけっ 
ょっゃはすけっ きぇは くぇ ╋っきけさうぇかっ ‶けぉっょに. 
╂けかせぉっえ ぉかぇゅけさけょくけえ くうおけかぇっゃしおけえ 
こけさけょに けすこせしおぇっす ゃ くっぉけ ゃっすっさぇく 
╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに ╁うお-
すけさ ╀ぇておうさけゃ. ╋くけゅうっ ぉっさっいけゃつぇくっ, 
そさけくすけゃうおう う くっ すけかぬおけ, ぉかぇゅけょぇさ-
くに っきせ いぇ ねすけ う しつうすぇのす, つすけ すぇおけえ 
あっしす こけょつひさおうゃぇっす いくぇつうきけしすぬ ‶け-
ぉっょに, こけきけゅぇっす けしけいくぇすぬ ゃぇあくけしすぬ 
きけきっくすぇ.

ぁすうた こすうち ╁うおすけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ さぇい-
ゃけょうす せあっ けおけかけ すさひた ょっしはすおけゃ かっす. 

╄とひ ょけ ゃけえくに, ゃ ょっすしすゃっ, ゃきっしすっ 
し すぇおうきう あっ, おぇお けく, きぇかぬつうておぇきう 
し けょくけえ せかうちに, ╁うおすけさ ╀ぇておうさけゃ 
こけきけゅぇか ゃいさけしかにき せしすさぇうゃぇすぬ ゅけかせ-
ぉうくにっ しけさっゃくけゃぇくうは: すけゅょぇ さぇいゃっ-
ょっくうっき せゃかっおぇかうしぬ きくけゅうっ.

– ╋に ぉさぇかう おぇあょにえ こけ ゅけかせぉの う 
ったぇかう くぇ せかうちせ ╁けしすけつくせの, – ゃしこけ-

きうくぇっす ╁うおすけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ. – 〈ぇき うた 
けすこせしおぇかう, こさにゅぇかう ゃ すけす あっ ぇゃすけぉせし 
う – けぉさぇすくけ. ╉けゅょぇ こさうっいあぇかう, ぉにかけ 
せあっ ういゃっしすくけ, つぬは こすうちぇ こけぉっょうかぇ. 
╁かぇょっかぬちに ょけあうょぇかうしぬ しゃけうた こう-
すけきちっゃ せ ゅけかせぉはすっく う ぉっあぇかう し くうきう 
ゃ せしかけゃくけっ きっしすけ, くぇ きけしす つっさっい ╀っ-
さひいけゃおせ. ╇くけゅょぇ こっさくぇすにえ こけょゃけょうか 
たけいはうくぇ: こさうかっすぇか, くけ しぇょうかしは ゅょっ-
くうぉせょぬ ゃにしけおけ う ゃ させおう くっ ょぇゃぇかしは. 
‶けねすけきせ きに, きぇかぬつうておう, しかっょうかう, 
つすけぉに せつぇしすくうお くっ こさうくひし こけょしすぇゃ-

くせの こすうちせ. 〈けす, おすけ こさうぉっゅぇか こっさ-
ゃにき, こけかせつぇか ょっしはすぬ こすうち. ぁすけ くぇいに-
ゃぇかけしぬ «ゃにぉっゅぇすぬ» ゅけかせぉっえ.

╇いくぇつぇかぬくけ こすうちぇきう いぇくうきぇかしは 
ぉさぇす ╁うおすけさぇ ╁ぇしうかぬっゃうつぇ, くぇて あっ 
ゅっさけえ こさけはゃかはか お くうき きぇかけ うくすっさっしぇ. 
‶けょくはすぬしは こけおけさきうすぬ – う すけ こさうたけ-
ょうかけしぬ せこさぇてうゃぇすぬ. ′け, こっさっったぇゃ うい 
つぇしすくけゅけ ょけきぇ ゃ ゅけさけょしおせの おゃぇさすうさせ, 
こけつせゃしすゃけゃぇか, つすけ しすぇかけ くっ たゃぇすぇすぬ 
つっゅけ-すけ さけょくけゅけ. ‶けこさけしうか ぉさぇすぇ こけ-
ょぇさうすぬ ゅけかせぉは. ] ねすけゅけ う くぇつぇかけしぬ. 

〈っこっさぬ ╁うおすけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ しけ-
しすけうす ゃ けぉかぇしすくけき けぉとっしすゃっ すぇおうた 
あっ いぇはょかにた ゅけかせぉはすくうおけゃ. ╁ きう-
くせゃてうっ ゅけょに けく くっ さぇい ゃけいうか しゃけ-
うた こうすけきちっゃ くぇ ゃにしすぇゃおう ゃ ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅ. ‶け しっえ ょっくぬ ╁. ╀ぇておうさけゃ 
さっゅせかはさくけ ゃしすさっつぇっすしは し おけかかっゅぇ-
きう こけ せゃかっつっくうの, ぇ すぇおあっ つうすぇっす 
しこっちうぇかぬくせの かうすっさぇすせさせ う あせさくぇ-
かに, こけしゃはとひくくにっ ゅけかせぉっゃけょしすゃせ, 
ょっかぇっす ゃにさっいおう, ゃっょひす しけかうょくにえ 
ぇさたうゃ. ¨しけぉっくくけ ゃっすっさぇく けぉさぇとぇっす 

ゃくうきぇくうっ くぇ いぇきっすおう け きけかけょひあう, 
こけょさけしすおぇた, おけすけさにっ せゃかっおぇのすしは 
ぉかぇゅけさけょくにきう こすうちぇきう. ╁っょぬ いぇ 
きけかけょにきう – ぉせょせとっっ.

╂けかせぉはすくうおう, しけぉうさぇはしぬ ゃきっしすっ 
しけ しゃけうきう こうすけきちぇきう くぇ ╁╇╆っ ゃ 
╄おぇすっさうくぉせさゅっ, けすこせしおぇかう うた こけ-
かっすぇすぬ. ╃けゃけかぬくけ しおけさけ ╁. ╀ぇて-
おうさけゃせ こさうてかぇ きにしかぬ ゃにこせしおぇすぬ 
ゅけかせぉっえ ゃ ╃っくぬ ‶けぉっょに ゃ ╀っさひいけゃ-
しおけき. ╇ょっは こっさっさけしかぇ ゃ 
ょけぉさせの すさぇょうちうの. 3

╁╄]╄′′╇╄ ]╉╇╃╉╇ 
╃╊ぅ 』╇〈┿〈╄╊╄╈

2╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
1735 ゅけょ – ゃ しっきぬっ すけさゅけゃちぇ 

さけょうかしは ╇ゃぇく ‶っすさけゃうつ ╉せかうぉうく, 
ゅっくうぇかぬくにえ きぇしすっさ-しぇきけせつおぇ, ぇゃ-
すけさ せくうおぇかぬくにた きったぇくういきけゃ, いぇ-
ゃっょせのとうえ きったぇくうつっしおけえ きぇしすっさ-
しおけえ ゃ ┿おぇょっきうう くぇせお ‶っすっさぉせさゅぇ.

1910 ゅけょ – けす しすっくけおぇさょうう 
しおけくつぇかしは ╋ぇさお 〈ゃっく, ゃにょぇのとうえ-
しは ぇきっさうおぇくしおうえ こうしぇすっかぬ, あせさくぇ-
かうしす, ぇゃすけさ «‶さうおかのつっくうえ 〈けきぇ 
]けえっさぇ う ╂っおかぬぉっささう 《うくくぇ».

1932 ゅけょ – さってっくうっき ]けゃっす-
しおけゅけ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ ぉにか しけいょぇく 
くけゃにえ そかけす – ╋けさしおうっ しうかに ╃ぇかぬ-
くっゅけ ╁けしすけおぇ. 11 はくゃぇさは 1935 

ゅけょぇ けくう ぉにかう こっさっうきっくけゃぇくに ゃ 
〈うたけけおっぇくしおうえ そかけす (〈¨《).

1954 ゅけょ – ]]][ ゃしすせこうか ゃ 
ぃ′╄]╉¨ (¨さゅぇくういぇちうは ¨ぉなっょう-
くひくくにた ′ぇちうえ こけ ゃけこさけしぇき けぉ-
さぇいけゃぇくうは, くぇせおう う おせかぬすせさに). ] 
ょっおぇぉさは 1991 ゅけょぇ [けししうは いぇくはかぇ 
きっしすけ ]]][ ゃ ぃ′╄]╉¨ おぇお «ゅけしせ-
ょぇさしすゃけ-こさぇゃけこさっっきくうお».

1972 ゅけょ – しこせしおぇっきにえ ぇこ-
こぇさぇす ぇきっさうおぇくしおけゅけ おけしきうつっ-
しおけゅけ おけさぇぉかは «┿こけかかけく-16» し 
ぇしすさけくぇゃすぇきう ぅくゅけき う ╃のおけき しけ-
ゃっさてうか こけしぇょおせ くぇ こけゃっさたくけしすぬ 
╊せくに ゃ さぇえけくっ おさぇすっさぇ ╃っおぇさす. 

23 ぇこさっかは ゃ 17.00 
せ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 5, 

しけしすけうすしは きうすうくゅ-こさけすっしす 
‶¨ ‶[¨╀╊╄╋┿╋ ╅╉》, 

¨╀[┿╆¨╁┿′╇ぅ ╇ ╋╄╃╇『╇′｠. 
‶さうゅかぇてぇっき ゃしった ぉっさっいけゃつぇく.

╀っさひいけゃしおうえ ╂╉ ╉‶[《[╄╉╊┿╋┿

╄】┱ ¨╃╇′ 
]〉》¨‶〉〈′｠╈ 
╉¨[┿╀╊を
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╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀｠〈╇╄

ÄËß ÊËÈÅÍÒÎÂ – ÊÐÓÃËÛÅ ÑÓÒÊÈ
′¨╁¨]╄╊を╄, ょぇ っとひ おぇおけっ, 

しこさぇゃうかけ くぇてっ ╀っさひいけゃしおけっ 
けすょっかっくうっ  ]ぉっさぉぇくおぇ [けししうう ゃ 
きうくせゃてせの こはすくうちせ. ╆っかひくぇは かっく-
すけつおぇ, おけすけさせの せこさぇゃかはのとうえ 
けすょっかっくうっき  ╇さうくぇ ┿かっおしっっゃぇ 
こっさっさっいぇかぇ しけゃきっしすくけ し う.け. ゅかぇ-
ゃに ゅけさけょぇ ╇ゅけさっき ╉ぇさこけゃにき う 
こさっょしっょぇすっかっき 〉さぇかぬしおけゅけ ぉぇくおぇ 
]ぉっさぉぇくおぇ [けししうう  ╁かぇょうきうさけき 
』っさおぇてうくにき, いぇゃっさてうかぇ けつっさっょ-
くけえ ねすぇこ くぇこさはあひくくけえ さぇぉけすに 
そうくぇくしけゃけゅけ おけかかっおすうゃぇ こけ さぇい-
ゃうすうの そうかうぇかぬくけえ しっすう ]ぉっさぉぇく-
おぇ [けししうう ゃ くぇてっき ゅけさけょっ.

‶けきっとっくうっ, けすゃっょひくくけっ ょかは おかうっく-
すけゃ – そういうつっしおうた う のさうょうつっしおうた かうち 
– けゅさけきくけっ う いぇくうきぇっす こさぇおすうつっしおう 
ゃっしぬ こっさゃにえ ねすぇあ ぉういくっし-ちっくすさぇ くぇ-
こさけすうゃ ゅけさけょしおけゅけ さにくおぇ, くぇ ]すさけうすっ-
かっえ, 4.  〉あっ しっえつぇし こさけしすけさくにっ いぇかに 
くぇゃっとぇのす こけさはょおぇ てっしすうしけす おかうっくすけゃ 
っあっょくっゃくけ. ╃かは せょけぉしすゃぇ こけしっすうすっかっえ 
ぉぇくおぇ けぉけさせょけゃぇくに せのすくにっ おかうっくすしおうっ 
いぇかに, さぇぉけすぇっす しうしすっきぇ «ねかっおすさけくくけえ 
けつっさっょう» う おさせゅかけしせすけつくぇは いけくぇ しぇきけ-
けぉしかせあうゃぇくうは, ゅょっ し こけきけとぬの ぉぇくおけ-
きぇすけゃ う こかぇすひあくにた すっさきうくぇかけゃ きけあくけ 

しぇきけしすけはすっかぬくけ しけゃっさてうすぬ きくけあっしすゃけ ぉぇくおけゃしおうた けこっさぇちうえ ゃ かの-
ぉけっ ゃさっきは しせすけお. ╉さけきっ すけゅけ, ゃ けそうしっ けぉけさせょけゃぇく ょっすしおうえ せゅけかけお, ぇ 
すぇおあっ こさっょせしきけすさっくぇ いけくぇ ょっかけゃけゅけ けぉとっくうは ょかは こさけゃっょっくうは こっさっ-
ゅけゃけさけゃ う おけくそうょっくちうぇかぬくけゅけ けぉとっくうは し おかうっくすしおうき きっくっょあっさけき.

′けゃにえ けそうし しすぇくっす ちっくすさけき せこさぇゃかっくうは そうくぇくしけゃにきう こけすけおぇきう 
╀っさひいけゃしおけゅけ けすょっかっくうは ]ぉっさぉぇくおぇ [けししうう.

‶けいょさぇゃかはっき ょさせあくにえ おけかかっおすうゃ ぉぇくおぇ, 
╇さうくせ ┿かっおしぇくょさけゃくせ ┿かっおしっっゃせ 

う ゃしった ゅけさけあぇく し くけゃけしっかぬっき!

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ〉╁┿╅┿╄╋｠╄ ╀╄[╄╆¨╁』┿′╄! 
╁ くけつぬ し 23 くぇ 24 ぇこさっかは ゃ こさぇゃけしかぇゃくにた たさぇきぇた ゅけさけょぇ 

こさけえょせす ‶ぇしたぇかぬくにっ ぉけゅけしかせあっくうは: ゃ 》さぇきっ 〉しこっくうは ‶さっしゃは-
すけえ ╀けゅけさけょうちに – し 23.00 ょけ 03.00, ゃ 》さぇきっ ゃけ うきは ]さっすっくうは ╂け-
しこけょくは – し 22.00  ょけ 05.00.

╃かは ょけしすぇゃおう こさうたけあぇく お きっしすせ こさけあうゃぇくうは こけしかっ しかせあぉに 
ぉせょっす けさゅぇくういけゃぇく ぇゃすけすさぇくしこけさす: けす 〉しこっくしおけえ ちっさおゃう: ゃ 01-00, 
02-30; けす  》さぇきぇ ゃけ うきは ]さっすっくうは ╂けしこけょくは: 03-00, 05-00.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

╉¨╋╋〉′┿╊╉┿

┵┿┱ ┷ ┲┶┺┤ 
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╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

17 ぇこさっかは けおけかけ こはすう つぇしけゃ 
せすさぇ ねおうこぇあせ ╃‶] こけこぇかぇしぬ くぇ 
ゃしすさっつせ しっさっぉさうしすぇは ょっゃはすおぇ し 
けつっくぬ きけかけょにき う けつっくぬ ゅかせたうき 
つっかけゃっおけき いぇ させかひき: くぇ ゅさけきおけゅけ-
ゃけさうすっかぬくにえ こさういにゃ けしすぇくけゃうすぬ-
しは すけす かうてぬ さぇいょさぇあひくくけ すけこくせか 
くけゅけえ こけ こっょぇかう ゅぇいぇ. ′ぇ せかうちっ 
‶さけかっすぇさしおけえ ねおうこぇあせ ╃‶] せょぇ-
かけしぬ ょけゅくぇすぬ くっこけしかせてくせの きぇてう-
くせ, ゃ しぇかけくっ おけすけさけえ くぇたけょうかうしぬ 
こけょさけしすおけゃにっ かのょう 18, 17 う 15 
かっす. ╉ぇお けおぇいぇかけしぬ, ぇゃすけ ぉにかけ 
«せゅくぇくけ» しにくけき ゃかぇょっかぬちぇ ぇゃすけ-
きけぉうかは. 〉ゅけかけゃくけっ ょっかけ, しおけさっえ 
ゃしっゅけ, ゃけいぉせあょぇすぬしは くっ ぉせょっす, くけ 
ゃ しっきぬっ せゅけくとうおぇ, こけたけあっ, しけ-
しすけうすしは しっさぬひいくにえ きせあしおけえ さぇい-
ゅけゃけさ. ╁けいきけあくけ ょぇあっ – し さっきくっ-
こさうおかぇょしすゃけき.

‶╄[╁¨╋┿╈]╉┿ぅ 
╃╄╋¨′]〈[┿『╇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 
おけかかっおすうゃに こさっょこさうはすうえ 

う せつさっあょっくうえ 
こさうくはすぬ せつぇしすうっ 

ゃ こっさゃけきぇえしおけえ ょっきけくしすさぇちうう 
ゃ つっしすぬ こさぇいょくうおぇ 

╁っしくに う 〈させょぇ.
╃っきけくしすさぇちうは 

しけしすけうすしは 1 きぇは, 
くぇつぇかけ てっしすゃうは ゃ 11.00.

╃けこけかくうすっかぬくぇは うくそけさきぇちうは 
こけ すっかっそけくぇき 4-70-95, 4-33-00.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

‶[¨╃¨╊╅┿ぅ 〈╄╋〉

′ぇょっあょぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ, 
あうすっかぬくうちぇ せかうちに 【うかけゃしおけえ
‶さけつうすぇかぇ ゃ «╀っさひいけゃしおけき さぇぉけ-

つっき» きぇすっさうぇか «╉けさぇぉかぬ けすつぇかうゃぇ-
っす!» け いぇすけこかっくくにた ょけきぇた う くっ きけゅせ 
くっ こけょっかうすぬしは しゃけっえ ぉけかぬの. ′ぇて 
ょけき わ22 くぇ せかうちっ 【うかけゃしおけえ すけあっ 
すけこうす ゃ おぇあょにえ ゃっしっくくうえ こぇゃけょけお 
う こけしかっ おぇあょけゅけ かっすくっゅけ ょけあょは. 
¨しけぉっくくけ しすさぇょぇっす こけょなっいょ わ4. 
‶さうつひき ゃけょに すぇお きくけゅけ, つすけ こけさけえ 
くっゃけいきけあくけ こけょけえすう お こけょなっいょせ 
ょぇあっ こけ けすきけしすおぇき. ¨くぇ しすっおぇっす こけ 
せかうちぇき ╋うさぇ う ╂ぇゅぇさうくぇ. ╇しこさぇゃうすぬ 
しうすせぇちうの, くぇ きけえ ゃいゅかはょ, くっしかけあ-
くけ: ょけしすぇすけつくけ こけょくはすぬ ぇしそぇかぬす 
きっあょせ ょけきぇきう わ1 う わ3 くぇ せかうちっ 
╂ぇゅぇさうくぇ, しょっかぇすぬ ゃぇか ゃさけょっ «かっあぇ-
つっゅけ こけかうちっえしおけゅけ». ╁っょぬ ゃしは ゃけょぇ 
し ╊っしけいぇゃけょしおけゅけ こけしひかおぇ こけゃけさぇ-
つうゃぇっす お くぇき! ╁ こさけてかけき ゅけょせ, おけゅ-
ょぇ ぉにかぇ けぉなはゃかっくぇ ぇおちうは こけ ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃせ ょゃけさけゃ, すけあっ ゅけゃけさうかう 
けぉ ねすけえ こさけぉかっきっ. ¨ょくぇおけ しょっかぇかう 
すけかぬおけ こぇさおけゃおせ, け ょさせゅうた くぇょけぉ-

‶┿[╉¨╁╉〉 ]╃╄╊┿╊╇, ┿ ╁¨╃¨¨〈╁¨╃ – ′╄〈
くけしすはた ょゃけさぇ くっ こけょせきぇかう. ╁ うすけゅっ, 
こけょなっいょに しすぇかけ すけこうすぬ っとひ ぉけかぬてっ.

¨〈 [╄╃┿╉『╇╇. ]っゅけょくは ょかは こさけ-
ぉかっき, こけょけぉくにた ゃにてっけこうしぇくくけえ, せ 
ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせゅぇ くっす おぇさょう-
くぇかぬくけゅけ さってっくうは. ]すさけうすっかぬしすゃけ 
かうゃくっゃけえ おぇくぇかういぇちうう ゃ ゅけさけょっ, ゅょっ 
せあっ こさけかけあっくに ゃしっ おけききせくうおぇちうう, 
– ょっかけ しかけあくけっ う ょけさけゅけしすけはとっっ, 
おけゅょぇ くぇ くっゅけ くぇえょせすしは しさっょしすゃぇ ゃ 
ぉのょあっすっ, くっういゃっしすくけ. 』すけぉに こけ-
しすさけうすぬ けすゃけょ ゃけょに けす おけくおさっすくけゅけ 
ょけきぇ, くっけぉたけょうきに けこはすぬ あっ こさけ-
っおすくにっ う うしこにすぇすっかぬくにっ さぇぉけすに, 
うくぇつっ きけあくけ «けすゃっしすう» っひ すぇお, つすけ 
けす こけすけこぇ こけしすさぇょぇっす せあっ ょさせゅけえ, 
しけしっょくうえ ょけき. ╆ぇおぇい こさけっおすぇ けこはすぬ 
あっ しゃはいぇく し くっきぇかにきう ょっくっあくにきう 
すさぇすぇきう, う ぇょきうくうしすさぇちうは けおさせゅぇ, 
おぇお こさぇゃうかけ, くぇ くうた くっ うょひす. 〈ぇお つすけ 
こけおぇ せ あうすっかっえ っあっゅけょくけ いぇすけこかは-
っきにた ょけきけゃ っしすぬ けょうく ねおしすさっくくにえ 
ゃにたけょ: こけいゃけくうすぬ ゃ けぉしかせあうゃぇのとせの 
けさゅぇくういぇちうの う こけこさけしうすぬ こけしすっかうすぬ 
きけしすおう つっさっい かせあせ.

┫┤┥┯┷┨┬┯┤┵╀ ┦ ┨┦┷┹ ┨┩┴┩┦╀╃┹
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
‶け きけおさけきせ ぇしそぇかぬすせ ょぇ し ゃっすっさおけき ゃ くけつぬ し 14 くぇ 15 ぇこさっかは しけ しすけ-

さけくに ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ ったぇかぇ つっすにさくぇょちぇすぇは こけょ せこさぇゃかっくうっき しけゃっさてっくくけ 
ぉっしこさぇゃくけえ ぉかけくょうくおう. ′ぇこさぇゃかははしぬ ゃ しすけさけくせ てぇたすに ぃあくけえ, ぉかけくょう こけ-
しおけかぬいくせかぇしぬ ゃ けょくけえ うい かせあ う, ゃにったぇゃ くぇ «ゃしすさっつおせ», «けぉかけおけすうかぇしぬ» け 
しかせつうゃてっっしは くぇ けぉけつうくっ ょっさっゃけ. ¨す せょぇさぇ きぇてうくせ さぇいゃっさくせかけ う こさぇゃけえ 
しすけさけくけえ ゃこっつぇすぇかけ ゃ ょさせゅけっ ょっさっゃけ.

╁ ねすけえ かせあくけ-ょっさっゃはくくけえ こっさっょさはゅっ こけしすさぇょぇかぇ しぇきぇ ゃけょうすっかぬくうちぇ, こけかせ-
つうゃてぇは くっしおけかぬおけ せてうぉけゃ. ¨す ゅけしこうすぇかういぇちうう けくぇ けすおぇいぇかぇしぬ. ′け けょうく うい っひ 
こぇししぇあうさけゃ こさうかひゅ くぇ ぉけかぬくうつくせの おけえおせ し こっさっかけきけき こさぇゃけえ ぉっょさっくくけえ おけしすう.

╉╇′¨╉╊〉╀
╉[┿]╇╁┿ぅ ]╋╄[〈を ╆╄╋╊╇ 

21 ぇこさっかは ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう 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 けょうく うい しぇきにた きぇしてすぇぉくにた ねおけかけゅけ-
こさけしゃっすうすっかぬしおうた そうかぬきけゃ ういゃっしすくけゅけ きうさけゃけゅけ そけすけゅさぇそぇ ぅくくぇ ╀っさすさぇ-
くぇ う おせかぬすけゃけゅけ さっあうししひさぇ ╊のおぇ ╀っししけくぇ «╃けき». 

《うかぬき «╃けき» – ねすけ こけかすけさぇ ゅけょぇ しなっきけお ぉけかっっ つっき ゃ 60 しすさぇくぇた きうさぇ, 
ねすけ ゃいゅかはょ くぇ きうさ しゃっさたせ, ねすけ ゅけかけゃけおさせあうすっかぬくけえ おさぇしけすに こっえいぇあう, けす-
おさにゃぇのとうっしは し ゃにしけすに, くっょけしすせこくけえ つっかけゃっおせ ゃ こけゃしっょくっゃくけえ あういくう, ねすけ 
しぇきにっ おさぇしうゃにっ せゅけかおう こかぇくっすに, おけすけさにき ゅさけいうす せくうつすけあっくうっ. «╃けき» – 
ねすけ ゃういせぇかぬくにえ てっょっゃさ, ねすけ こけいうすうゃくにえ てけお, そうかぬき-けすおさにすうっ.

╋に ょけかあくに つすけ-すけ しょっかぇすぬ ゃきっしすっ ょかは こかぇくっすに, くぇ おけすけさけえ あうゃひき. ╇ 
そうかぬき «╃けき» – ねすけ すけかぬおけ けょうく てぇゅ くぇ ょけさけゅっ ゃ すにしはつせ きうかぬ…

′ぇつうくぇっき すさぇょうちうけくくけ し 19.00, ゃたけょ しゃけぉけょくにえ.     ]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿
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┵┦┩┪┬┩ ┵┮┬┨┮┬! «┥┩┴┖┫┲┦┵┮┬┭ ┴┤┥┲┻┬┭» ┵┱┬┪┤┩┶ ┺┩┱┿
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
╀にしすさっっ ゃしっゅけ «‶けつすぇ [けし-

しうう» せきっっす ょけしすぇゃかはすぬ くっ-
せょけぉしすゃぇ. ‶さぇゃょうゃけしすぬ ねすけ-
ゅけ ぇくっおょけすぇ こけょすゃっさあょぇっす 
すけ, つすけ けょくぇ うい しぇきにた こさけ-
ぉかっきくにた しすさせおすせさ くぇゅさぇあょっ-
くぇ いゃぇくうっき «》せょてうえ ぉさっくょ 
ゅけょぇ», け つひき ゃに きけあっすっ こさけ-
つうすぇすぬ くぇ しすさ. 7. 

╃ぇ つすけ は ゃぇき さぇししおぇいにゃぇの? ╄しかう 
ゃに くぇて こけょこうしつうお, すけ くぇゃっさくはおぇ 
いくぇおけきに し «けこっさぇすうゃくけえ» さぇぉけすけえ 
こけつすぇかぬけくけゃ, おけすけさにっ ゅぇいっすに けぉは-
いぇすっかぬくけ こさうくけしはす すけかぬおけ けこすけき: いぇ 
くっょっかの, ぇ すけ う いぇ ょゃっ. ′け こけょこうし-
くせの おぇきこぇくうの くぇ ゃすけさけっ こけかせゅけょうっ 
きに くぇつうくぇっき し ゃっさけえ ゃ しゃっすかけっ ぉせ-
ょせとっっ: ╄おぇすっさうくぉせさゅしおうえ こけつすぇきす, 

おけすけさにえ すっこっさぬ けすゃっつぇっす いぇ ょけしすぇゃ-
おせ ╀[, こけけぉっとぇか, くぇおけくっち, くぇかぇょうすぬ 
さぇぉけすせ ゃしった しゃけうた けすょっかっくうえ う こさう-
ゅけすけゃうか ょかは こけょこうしつうおけゃ こさうはすくにえ 
こけょぇさけお. 

╀かぇゅけょぇさは すけきせ, つすけ ╀[ こけかせつうか 
しすぇすせし さぇえけくくけゅけ ういょぇくうは, しすけう-
きけしすぬ ょけしすぇゃおう しくういうかぇしぬ ょけ 80 
させぉかっえ 10 おけこっっお. ╁ こっさゃけき こけ-
かせゅけょうう せしかせゅぇ ょけしすぇゃおう ゅぇいっすに ょけ 
こけつすけゃけゅけ はとうおぇ しすけうかぇ 132 させぉかは.  
╉さけきっ すけゅけ, ゃ つっしすぬ くぇしすせこかっくうは 
ょけかゅけあょぇくくけえ ゃっしくに きに すけあっ さっ-
てうかう しねおけくけきうすぬ ゃぇてう ょっくぬゅう, う 
しくういうかう ちっくに. ╁ すっつっくうっ ょゃせた ゃっ-
しっくくうた きっしはちっゃ こさう けそけさきかっくうう 
こけょこうしおう くぇ ゃすけさけっ こけかせゅけょうっ 
2011 ゅけょぇ ゃ さっょぇおちうう しすけう-

きけしすぬ ぉっい ょけしすぇゃおう – 250 させ-
ぉかっえ, し ょけしすぇゃおけえ – 330 させぉかっえ 
10 おけこっっお. 

╉けかかっおすうゃくにっ こけょこうしつうおう, こけかぬ-
いせえすっしぬ くぇてうき ゃっしっくくうき くぇしすさけ-
っくうっき! ╁ ぇこさっかっ う きぇっ きに ょっかぇっき 
ょかは ゃぇし しおうょおせ: ゃきっしすけ 300 させぉかっえ 
ゃに こかぇすうすっ すけかぬおけ 250. ╁ かのぉけき こけ-
つすけゃけき けすょっかっくうう こけょこうしおぇ くぇ ゃすけ-
さけっ こけかせゅけょうっ しすけうす 380 させぉかっえ 10 
おけこっっお. 

╁しおけさっ きに さぇししおぇあっき う け ょさせゅうた 
くけゃうくおぇた くにくってくっえ おぇきこぇくうう. 』う-
すぇえすっ, ぇ かせつてっ こさうたけょうすっ お くぇき ゃ 
さっょぇおちうの こけ ぇょさっしせ せか. ╉さぇしくにた 
╂っさけっゃ, 9, う せしこっゃぇえすっ ゃにこうしぇすぬ 
╀[ こけ かぬゅけすくにき ちっくぇき! 

[╄╉╊┿╋┿
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┳┲┮┤ ┱┩ ┲┶┴┤┪┤┩┶┵╃ ┱┤ ┷┥┲┴┮┩ ┰┷┵┲┴┤
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╁ ╋╇′〉╁【╇╈ こけくっょっかぬくうお こはすぬ ╉ぇ╋┿╆けゃ し きせしけさけき, おけすけさにえ 
ぉにか ゃにゃっいっく しうかぇきう ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» うい ‶っさゃけきぇえしおけ-

ゅけ こけしひかおぇ, くっしおけかぬおけ つぇしけゃ こさけしすけはかう くぇ こけょしすせこぇた お こけかうゅけくせ 
すゃひさょにた ぉにすけゃにた けすたけょけゃ ¨¨¨ «〉さぇか-]¨〈». 

‶け しかけゃぇき うしこけかくうすっかぬくけゅけ ょう-
さっおすけさぇ たけかょうくゅぇ ぃさうは ╁っさっとぇゅう-
くぇ, させおけゃけょしすゃけ こけかうゅけくぇ けすおぇいに-
ゃぇかけしぬ こさうくうきぇすぬ きせしけさ, すぇお おぇお けく 
はおけぉに ぉにか くっゅぇぉぇさうすくにえ – おさせこくにっ 
ゃっすおう ょっさっゃぬっゃ. 〈ぇおうっ けすたけょに ぉにかう 
しけぉさぇくに ゃ たけょっ しせぉぉけすくうおぇ, おけすけ-
さにえ しけしすけはかしは けおけかけ ょけきけゃ わ26-29 
ゃ ‶っさゃけきぇえしおけき こけしひかおっ.

╁きってぇすぬしは ゃ おけくそかうおす こさうてかけしぬ 
ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせゅぇ. 

– ╃うさっおすけさ ¨¨¨ «〉さぇか-]¨〈» 
╁かぇょうきうさ ╉うしっかっくおけ くっこさぇゃうかぬ-
くけ うしすけかおけゃぇか こけしすぇくけゃかっくうっ う.け. 
ゅかぇゃに ╇.╁. ╉ぇさこけゃぇ け きっしはつくうおっ こけ 
しぇくうすぇさくけえ せぉけさおっ けおさせゅぇ う しょっ-
かぇか ゃにゃけょ, つすけ きせしけさ, しけぉさぇくくにえ 
くぇ しせぉぉけすくうおぇた, ぉせょっす ゃにゃけいうすぬ-
しは くぇ こけかうゅけく すけかぬおけ ゃ こはすくうちせ う 
しせぉぉけすせ, – けすきっすうか いぇき. ゅかぇゃに ぇょ-
きうくうしすさぇちうう ╀╂¨ こけ ╅╉》 ]っさゅっえ 
╇かぬうくにた. – 〈ぇおけえ けゅけゃけさおう ゃ こけしすぇ-
くけゃかっくうう くっす. ╃ぇ ねすけ う くっゃけいきけあくけ, 
すぇお おぇお けすたけょけゃ しかうておけき きくけゅけ. ╋せ-
しけさ きけあっす ぉにすぬ ゃにゃっいっく ゃ すっつっくうっ 
ゃしっえ くっょっかう, つすけ う こさうてかけしぬ ょけこけか-
くうすっかぬくけ けゅけゃけさうすぬ し ╁. ╉うしっかっくおけ. 

╉さけきっ すけゅけ, ╁かぇょうきうさ ╁うおすけさけゃうつ 
くっ たけすっか こさうくうきぇすぬ くっういきっかぬつひく-
くにっ ゃっすおう. ′け くぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ 
くぇき せょぇかけしぬ ょけゅけゃけさうすぬしは, う しうすせぇ-
ちうは せさっゅせかうさけゃぇくぇ.

‶っさっゅけゃけさに ぉかぇゅけこけかせつくけ いぇゃっさ-
てうかうしぬ, う ょけ しかっょせのとっゅけ けぉけしすさっくうは 
けすくけてっくうえ きっあょせ  ぇょきうくうしすさぇちうっえ 
う けぉしかせあうゃぇのとっえ けさゅぇくういぇちうっえ し 
けょくけえ しすけさけくに う させおけゃけょしすゃけき こけ-
かうゅけくぇ し ょさせゅけえ きせしけさ, しけぉさぇくくにえ 
くぇ しせぉぉけすくうおぇた, ぉせょっす こさうくうきぇすぬしは 
こけかうゅけくけき ゃ っゅけ こっさゃけいょぇくくけき ゃうょっ 
う こけかくけちっくくけき けぉなひきっ. ╂っくっさぇかぬ-
くにえ ょうさっおすけさ こけしかっょくっゅけ ╁かぇょうきうさ 
╉うしっかっくおけ こさけおけききっくすうさけゃぇすぬ しかせ-
つうゃてっっしは けすおぇいぇかしは. 

′ぇこけきくうき, こさけてかにき かっすけき 
ゃ さっいせかぬすぇすっ おけくそかうおすぇ きっあょせ 
¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» う ¨¨¨ 
«〉さぇか-]¨〈» こけかうゅけく こさうきっさくけ 
ゃ すっつっくうっ くっょっかう くっ こさうくうきぇか 
けす ゅけさけょぇ すゃひさょにっ ぉにすけゃにっ けす-
たけょに. 〈けゅょぇ はぉかけおけき さぇいょけさぇ 
こけしかせあうか けぉとうえ けぉなひき けすたけ-
ょけゃ, おけすけさにっ ゅけすけゃぇ ぉにかぇ こさう-
くうきぇすぬ けさゅぇくういぇちうは.



╁ 2010 ゅけょせ ゃ ╀╂¨ さけょうかけしぬ 1047 
きぇかにてっえ. ╄しすっしすゃっくくにえ こさうさけしす くぇしっかっくうは 
しけしすぇゃうか 118 つっかけゃっお. ╁ 2009-けき – すけかぬおけ 11.

]さっょくはは こさけょけかあうすっかぬくけしすぬ あういくう 
ぉっさっいけゃつぇく – 66,3 ゅけょぇ, ねすけ くぇ 1,2 ゅけょぇ 

ぉけかぬてっ, つっき ゃ 2009 ゅけょせ.
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ÁÎËÜÍÈÖÛ ËÓ×ØÅ – ÆÈÇÍÜ ÄËÈÍÍÅÅ
╀╊┿╂¨╃┿[ぅ [┿╆╁╇〈╇ぃ ╆╃[┿╁¨¨》[┿′╄′╇ぅ ]╋╄[〈′¨]〈を ╁ ]╁╄[╃╊¨╁]╉¨╈ ¨╀╊┿]〈╇ ╆′┿』╇〈╄╊を′¨ ]′╇╆╇╊┿]を

15,5 ╋╊[╃ させぉかっえ ぉせょっす ゃにょっかっくけ ゃ 2011-2012 ゅけょぇた くぇ きけょっさくういぇちうの 
いょさぇゃけけたさぇくっくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. 〉かせつてっくうっ けしくぇとっくうは 

ぉけかぬくうち ういきっくうす おぇつっしすゃけ けおぇいぇくうは きっょうちうくしおけえ こけきけとう, つすけ ゃ おけくっつくけき うすけ-
ゅっ しけおさぇすうす しきっさすくけしすぬ くぇしっかっくうは. 

┮┤┪┨┲┰┷ ┯┩┻┩┥┱┲┰┷ ┷┻┴┩┪┨┩┱┬╂ – 
┱┲┦┲┩ ┲┥┲┴┷┨┲┦┤┱┬┩
‶さけゅさぇききぇ きけょっさくういぇちうう いょさぇゃけけたさぇくっ-

くうは けぉかぇしすう けぉっとぇっす しすぇすぬ けょくけえ うい しぇきにた 
きぇしてすぇぉくにた ゃ しすさぇくっ, しけけぉとうか ゃけ ゃさっきは くっ-
ょぇゃくっゅけ ゃういうすぇ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅ ょっこせすぇす ╂けしせ-
ょぇさしすゃっくくけえ ╃せきに ╋ぇおしうき ╋うとっくおけ, おけけさょう-
くぇすけさ こさけっおすぇ «╉ぇつっしすゃけ あういくう (╆ょけさけゃぬっ)» 
こぇさすうう «╄ょうくぇは [けししうは». ‶け っゅけ しかけゃぇき, ゃ 
さぇきおぇた ねすけゅけ こさけっおすぇ ぉけかぬくうちぇき ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう ゃ ぉかうあぇえてうっ ゅけょに ぉせょっす ゃにょっ-
かっくけ 10,5 きかさょ させぉかっえ うい そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょ-
あっすぇ う 5 きかさょ – うい さっゅうけくぇかぬくけゅけ.

┴┲┵┶ ┫┤┴┳┯┤┶ ┦┴┤┻┩┭
′け ょぇあっ くけゃけっ けぉけさせょけゃぇくうっ ぉせょっす こさけしすぇ-

うゃぇすぬ, っしかう くっ けおぇあっすしは しこっちうぇかうしすけゃ. ‶けねすけ-
きせ ゃ こさけっおすっ «╉ぇつっしすゃけ あういくう» けしけぉけっ ゃくう-
きぇくうっ せょっかはっすしは けぉせつっくうの ゃさぇつっえ: すけかぬおけ いぇ 
2010 ゅけょ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 150 つっかけゃっお 
けおけくつうかう おせさしに こけゃにてっくうは おゃぇかうそうおぇちうう ゃ 
〉さぇかぬしおけえ きっょぇおぇょっきうう. 

‶けしすけはくくけ せゃっかうつうゃぇっすしは う いぇさこかぇすぇ さぇぉけす-
くうおけゃ. 〈ぇお, くぇ しけゃっとぇくうう, こさけてっょてっき 14 きぇさすぇ 
う こけしゃはとひくくけき さぇいゃうすうの けすっつっしすゃっくくけゅけ いょさぇ-
ゃけけたさぇくっくうは,  こさっきぬっさ-きうくうしすさ [《, かうょっさ こぇさ-
すうう «╄ょうくぇは [けししうは» ╁かぇょうきうさ ‶せすうく こさうゃひか ゃ 
こさうきっさ しゃっさょかけゃつぇく: «〉あっ しっえつぇし ゃさぇつう けぉかぇしす-
くけゅけ こっさうくぇすぇかぬくけゅけ ちっくすさぇ こけかせつぇのす 40 すにしはつ 
させぉかっえ っあっきっしはつくけ. ]さっょくうえ きっょうちうくしおうえ こっさ-
しけくぇか – ょけ 20 すにしはつ. ぁすけ せあっ こさうかうつくけ».

╃けこけかくうすっかぬくにっ ゃにこかぇすに いぇ しつひす しさっょしすゃ 
そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょあっすぇ くぇ ]さっょくっき 〉さぇかっ 
っあっきっしはつくけ こけかせつぇのす 7624 つっかけゃっおぇ, ゃ すけき 
つうしかっ 1397 ゃさぇつっえ う 2278 きっょしっしすひさ こっさゃうつ-
くけゅけ いゃっくぇ, 883 しけすさせょくうおぇ そっかぬょてっさしおけ-ぇおせ-
てっさしおうた こせくおすけゃ, 3066 しこっちうぇかうしすけゃ しおけさけえ 
きっょうちうくしおけえ こけきけとう. ¨ぉかぇしすくけえ ぉのょあっす こけ-
きけゅぇっす そっかぬょてっさぇき, さぇぉけすぇのとうき   せつぇしすおけ-
ゃにきう ゃさぇつぇきう, ゃさぇつぇき-そすういうぇすさぇき う くっおけすけ-
さにき ょさせゅうき おぇすっゅけさうはき きっょうおけゃ.

┱┩ ┹┷┪┩, ┻┩┰ ┦ ┩┮┤┶┩┴┬┱┥┷┴┧┩
]けゃしっき くっょぇゃくけ ゃしっ かせつてうっ ぉけかぬくうちに し ゃに-

しけおけおかぇししくにきう しこっちうぇかうしすぇきう う たけさけてうき けぉけ-
させょけゃぇくうっき さぇしこけかぇゅぇ-
かうしぬ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. ′け 
し くっょぇゃくうた こけさ けしくけゃくけえ 
ぇおちっくす ゃ けぉかぇしすう ょっかぇっすしは 
くぇ ゃくっょさっくうっ っょうくにた ょかは 
ゃしった しすぇくょぇさすけゃ けおぇいぇくうは 
きっょうちうくしおけえ こけきけとう. 
¨しっくぬの 2010 ゅけょぇ ぉにかけ 
さってっくけ しけいょぇすぬ きっあきせくう-
ちうこぇかぬくにっ きっょうちうくしおうっ 
ちっくすさに. ╁ 11 おさせこくにた きせ-
くうちうこぇかうすっすぇた, すぇおうた おぇお 
╉さぇしくけすせさぬうくしお, ′うあくうえ 
〈ぇゅうか, ╉ぇきっくしお-〉さぇかぬしおうえ, 
‶っさゃけせさぇかぬしお, ]っさけゃ, 
╇さぉうす, ┿かぇこぇっゃしお, ┿さすひ-
きけゃしおうえ, ┿しぉっしす, ╉さぇしくけ-
せそうきしお う [っゃょぇ,  けすおさに-
かうしぬ ちっくすさに, ゅょっ あうすっかはき 
ぉかういかっあぇとうた すっささうすけさうえ 
けおぇいにゃぇのす しけゃさっきっくくせの 

おぇさょうけかけゅうつっしおせの, くっゃさけかけゅうつっしおせの, たうさせさ-
ゅうつっしおせの う すさぇゃきぇすけかけゅうつっしおせの こけきけとぬ. ╃かは 
しっかはく あっ くぇしすけはとうき こけょしこけさぬっき しすぇかう けぉとうっ 
ゃさぇつっぉくにっ こさぇおすうおう. ]っえつぇし くぇ すっささうすけさうう 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう うた せあっ 270, ゃ くにくってくっき 
ゅけょせ いぇこかぇくうさけゃぇくけ けすおさにすうっ っとひ つっすにさひた.

╁ ╀っさひいけゃしおけき あっ, くぇ こかけとぇょはた ぉにゃてっゅけ 
こさけすうゃけすせぉっさおせかひいくけゅけ ょうしこぇくしっさぇ, しおけさけ けす-
おさけっすしは ちっくすさ きっょうちうくに きけいゅぇ. 《っょっさぇかぬくけっ 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけっ せつさっあょっくうっ ぉせょっす けぉしかせあうゃぇすぬ 
せさぇかぬちっゃ. 〉あっ くにくつっ ゃ きぇっ こかぇくうさせっすしは こせしすうすぬ 
こっさゃせの けつっさっょぬ うくしすうすせすぇ – けすょっかっくうっ ゃけししすぇくけ-
ゃうすっかぬくけゅけ かっつっくうは こぇちうっくすけゃ こけしかっ うくしせかぬすぇ. 
ぁすけ けつっくぬ ゃぇあくけ: しすぇすうしすうおぇ うくしせかぬすけゃ う こさけつうた 
しっさょっつくけ-しけしせょうしすにた いぇぉけかっゃぇくうえ きけいゅぇ ぉけかっっ 
つっき ゅさせしすくぇは, しきっさすくけしすぬ けす くうた ゃにしけおぇ くっ すけかぬ-
おけ ゃ こけあうかけき, くけ う さぇぉけすけしこけしけぉくけき ゃけいさぇしすっ. 

– ╊っつうすぬ いょっしぬ ぉせょせす こさっあょっ ゃしっゅけ ぉっさっ-
いけゃつぇく, こさうつひき ぉっしこかぇすくけ, こけしおけかぬおせ そうくぇく-
しうさけゃぇくうっ うょひす こけ そっょっさぇかぬくけえ こさけゅさぇききっ, 
– こけょつひさおうゃぇっす ゅかぇゃゃさぇつ ╀っさひいけゃしおけえ 
『╂╀ ′うおけかぇえ 』っすゃっさうおけゃ. – ¨すょっかっくうっ 
さぇししつうすぇくけ くぇ 45 おけっお. ′っしかけあくけ こさっょしすぇ-
ゃうすぬ, しおけかぬおけ うくしせかぬすくうおけゃ こけかせつぇす てぇくし 
ゃっさくせすぬしは お くけさきぇかぬくけえ あういくう.

┯┩┻┤┶ ┨┤┪┩ ┫┨┲┴┲┦┿┹
╁ さぇきおぇた くぇこさぇゃかっくうは «《けさきうさけゃぇくうっ いょけ-

さけゃけゅけ けぉさぇいぇ あういくう» ゃ 2010 ゅけょせ ゃ [けししうう 
しすぇかう こけはゃかはすぬしは ちっくすさに いょけさけゃぬは. ╊のぉけえ 
きけあっす けちっくうすぬ いょっしぬ しゃけの そういうつっしおせの そけさ-

きせ, ういぉぇゃうすぬしは けす ゃさっょくにた こさうゃにつっお, こさけ-
ぇくぇかういうさけゃぇすぬ しゃけひ こうすぇくうっ, せいくぇすぬ け さうしおぇた 
しっさょっつくけ-しけしせょうしすにた いぇぉけかっゃぇくうえ. ╁ けぉかぇしすう 
けすおさにかうしぬ 18 すぇおうた ちっくすさけゃ, し はくゃぇさは こけ ぇゃ-
ゅせしす 2010 ゅけょぇ ゃ くうた こさけてかう おけきこかっおしくけっ けぉ-
しかっょけゃぇくうっ う こけかせつうかう おけくしせかぬすぇちうう しこっちう-
ぇかうしすけゃ ぉけかっっ 40 すにしはつ つっかけゃっお. 

] 1 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ ゃ けぉかぇしすう くぇつぇかう さぇ-
ぉけすせ てっしすぬ くけゃにた ちっくすさけゃ いょけさけゃぬは ょかは ょっすっえ 
– ゃ [っゃょうくしおけき, ╉せてゃうくしおけき, ╉ぇきにてかけゃしおけき, 
┿しぉっしすけゃしおけき ゅけさけょしおうた けおさせゅぇた, ╂¨ ╉さぇしくけ-
すせさぬうくしお, ゃ ╇さぉうすっ. ╉ぇあょにえ ゃくけゃぬ けすおさにゃぇの-
とうえしは ちっくすさ さぇししつうすぇく くぇ けぉしかせあうゃぇくうっ 100 
すにしはつ ょっすっえ しゃけっゅけ けおさせゅぇ. 

╉ しかけゃせ, ゃしっ こさうくうきぇっきにっ きっさに こけ きけょっさくう-
いぇちうう いょさぇゃけけたさぇくっくうは ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう ょぇのす さっいせかぬすぇす: ゃ 2010 ゅけょせ っしすっしすゃっく-
くぇは せぉにかぬ くぇしっかっくうは しくういうかぇしぬ こけつすう くぇ 
40 こさけちっくすけゃ. ╁ さっゅうけくっ さけょうかけしぬ 57,4 
すにしはつう つっかけゃっお, つすけ くぇ ょゃぇ こさけちっくすぇ 
ゃにてっ せさけゃくは 2009 ゅけょぇ. ]きっさすくけしすぬ こけ 
しさぇゃくっくうの し せさけゃくっき 2009 ゅけょぇ しけおさぇすう-
かぇしぬ くぇ 2,4 こさけちっくすぇ.

╋けょっさくういぇちうう きっょうちうくに ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
こけきけあっす こさけっおす こぇさすうう «╄╃╇′┿ぅ [¨]]╇ぅ» 

«╉ぇつっしすゃけ あういくう (╆ょけさけゃぬっ)»
‶かぇくうさせっすしは さっきけくす 147 かっつっぉくにた せつさっあょっくうえ けぉかぇしすう.
╁ ぉけかぬくうちに けぉかぇしすう こけしすぇゃはす 1010 っょうくうち しけゃさっきっくくけゅけ 

きっょうちうくしおけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは.
╀せょせす しけいょぇくに 11 きっあきせくうちうこぇかぬくにた ちっくすさけゃ おぇさょうけ-

かけゅうう, くっゃさけかけゅうう, すさぇゃきぇすけかけゅうう, たうさせさゅうう ゃ ╉さぇしくけすせ-
さぬうくしおっ, ]っさけゃっ, ┿かぇこぇっゃしおっ, ′うあくっき 〈ぇゅうかっ, ╇さぉうすっ, ┿さ-
すひきけゃしおけき, ‶っさゃけせさぇかぬしおっ, ┿しぉっしすっ, ╉さぇしくけせそうきしおっ, [っゃょっ, 
╉ぇきっくしおっ-〉さぇかぬしおけき.

¨すおさけのすしは すさう くけゃにた こっさうくぇすぇかぬくにた ちっくすさぇ ゃ ┿しぉっしすっ, ╉さぇしくけすせさぬうくしおっ, ╇さぉうすっ.
╀せょせす ゃゃっょっくに ゃ しすさけえ くけゃにっ けぉかぇしすくにっ すせぉっさおせかひいくにえ ょうしこぇくしっさ う しすぇくちうは 

こっさっかうゃぇくうは おさけゃう ゃ ′うあくっき 〈ぇゅうかっ, ぇ すぇおあっ かっつっぉくにえ おけさこせし ぉけかぬくうちに ゃ ]っゃっ-
さけせさぇかぬしおっ, さけょうかぬくにえ ょけき ゃ ╁っさたくっえ ]ぇかょっ.

╁ きぇっ 2011 ゅけょぇ 
いょっしぬ けすおさけっすしは ╇くしすうすせす きけいゅぇ

‶╄[╁┿ぅ. 
╃╄[╄╁╄′]╉╇╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁.
』っゅけ すけかぬおけ くう しかせつぇかけしぬ いぇ 

きうくせゃてうっ ゅけょに! ╃ゃぇ さぇいぇ こすうち 
おさぇかう. 

╉ぇお-すけ ╁うおすけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ ゃっさ-
くせかしは ょけきけえ, ぇ っきせ さぇししおぇいにゃぇのす: 
お すっぉっ こさうたけょうか おぇおけえ-すけ こぇさっくぬ 
ゃ ゃけっくくけき ぉせてかぇすっ. 〈せす あっ けぉくぇ-
させあうかぇしぬ こさけこぇあぇ ゅけかせぉっえ. ╆くぇ-
おけきにっ くぇしすけはすっかぬくけ しけゃっすけゃぇかう 
けぉさぇすうすぬしは ゃ きうかうちうの. 

– ╉けゅょぇ さぇししおぇいぇか ゃしひ せつぇしす-
おけゃけきせ, けく しさぇいせ こさっょせこさっょうか, 
つすけ こさうきっすに こぇさくは っきせ いくぇおけきに, 
くけ ょけおぇいぇすぬ おさぇあせ ぉせょっす しかけあ-
くけ, – さぇししおぇいにゃぇっす ╁. ╀ぇておうさけゃ. 
– ╁きっしすっ きに こけてかう お こさっょこけかぇ-
ゅぇっきけきせ ゃけさせ. ╉ぇかうすおせ つぇしすくけゅけ 
ょけきぇ けすおさにかぇ きぇすぬ, しぇき こぇさっくぬ 
はおけぉに ょけかあっく ぉにか こけはゃうすぬしは 
いぇゃすさぇ. ╁ょさせゅ は せゃうょっか くぇ しすけかぉっ 
ゅけかせぉひくおぇ – きけっゅけ! ┿ こけすけき ゃに-
かっすっかぇ う きけは ゅけかせぉおぇ. ╁うょうきけ, うき 
せょぇかけしぬ ゃにさゃぇすぬしは けすすせょぇ, ゅょっ うた 
ょっさあぇかう. 〉つぇしすおけゃにえ くっ こけゃっさうか: 
«¨すおせょぇ すに いくぇってぬ, つすけ けくう すゃけう, 
つっき ょけおぇあってぬ?» ╉ぇお あっ は きけゅせ くっ 
いくぇすぬ! ╆くぇの おぇあょけっ こひさにておけ… ┿ 
ょけおぇいぇすぬ くっつっき, くぇ しかけゃけ くっ ゃっ-
さはす. 〉てかう ゃけしゃけはしう. ╁っさくせかうしぬ 
おけ きくっ ゃけ ょゃけさ. ╁ょさせゅ ゅかはあせ: すぇ 
しぇきぇは ゅけかせぉおぇ, おけすけさせの きに すけかぬ-
おけ つすけ ゃうょっかう, ょけきけえ こさうかっすっかぇ! 
]きけすさう, ゅけゃけさの せつぇしすおけゃけきせ, ねすけ 
きけは ゅけかせぉおぇ! ]っえつぇし けくぇ しはょっす くぇ 
しゃけひ ゅくっいょけ ゃ きけっえ ゅけかせぉはすくっ! ╇ 
すけつくけ, しっかぇ, せつぇしすおけゃにえ ゃうょっか 
ねすけ しけぉしすゃっくくにきう ゅかぇいぇきう.

╁しおけさっ ゃしった せおさぇょっくくにた ゅけかせ-
ぉっえ ╁うおすけさせ ╁ぇしうかぬっゃうつせ ゃっさくせかう. 

╁〈¨[┿ぅ. 
╇ ‶¨╃′ぅ╊┿]を ╅╄ [〉╉┿ 
′┿ ╀╄╆╆┿】╇〈′｠》!
]こせしすは ゅけょに こさけういけてひか っとひ 

けょうく しかせつぇえ, おけすけさにえ くぇ ねすけす さぇい 

たねここう-ねくょけき くっ いぇおけくつうかしは. ′ぇ-
けぉけさけす, ゃ ねすけえ うしすけさうう こけさぇあぇ-
のす (ゃ こかけたけき しきにしかっ ねすけゅけ しかけ-
ゃぇ) ゃっさけかけきしすゃけ う さぇゃくけょせてうっ. 
╁っつっさけき お ╁うおすけさせ ╁ぇしうかぬっゃうつせ 
こけょしっか くぇ しおぇきっっつおせ くっいくぇおけきっち. 
¨く けぉさぇすうか ゃくうきぇくうっ くぇ かっすぇの-
とうた こすうち, しこさけしうか: «』ぬう? ╁ぇてう?» 
‶さうてっかっち しすぇか さぇししこさぇてうゃぇすぬ 
╁. ╀ぇておうさけゃぇ け すけくおけしすはた ゅけかせ-
ぉっゃけょしすゃぇ. 〈けす けたけすくけ さぇししおぇいに-
ゃぇか…

– 』っさっい ょゃぇ-すさう ょくは こけてかう きに し 
あっくけえ ゃ ゅぇさぇあ, おぇさすけておせ-きけさおけゃぬ 
さぇいぉうさぇっき, ぇ ゅけかせぉはすくの は けしすぇ-
ゃうか けすおさにすけえ, すけかぬおけ いぇゅけさけょうか 
ゃたけょ しっすおけえ, つすけぉに くっ ゃにかっすっかう. 
╇ こけつっきせ-すけ しっさょちっ せ きっくは ぉにかけ 
くっ くぇ きっしすっ, たけすっかけしぬ ゃっさくせすぬしは, 
– さぇししおぇいにゃぇっす ╁. ╀ぇておうさけゃ. – ̈ ぉ-
さぇすくけ こけつすう ぉっゅけき ぉっあぇか. ╄とひ うい-
ょぇかう せゃうょっか: ゅけかせぉぬ «こけゃっしうかしは» 
くぇ しっすおっ (いぇちっこうかしは いぇ くっひ おけゅけす-
おぇきう. – ┿ゃす.).  ‶っさゃぇは きにしかぬ: くぇ-
ゃっさくけっ, おけておぇ いぇぉさぇかぇしぬ. 

′け ゃしおけさっ しすぇかけ はしくけ, つすけ おけて-
おぇ いょっしぬ くう こさう つひき: ねすけ ょっかけ させお 
つっかけゃっつっしおうた. ]っすおぇ けおぇいぇかぇしぬ 
けすけゅくせすけえ, ゅけかせぉっえ くっ ぉにかけ. [ぇし-
しすさけうかしは たけいはうく けつっくぬ. ╉けくっつくけ, 
こさはきにた せかうお こさけすうゃ ゃっつっさくっゅけ 
ゃういうすひさぇ せ ╁うおすけさぇ ╁ぇしうかぬっゃうつぇ 
くっ ぉにかけ, くけ しっさょちっ ゃ すぇおうた しかせつぇ-
はた くっ けてうぉぇっすしは, ぇ けくけ こけょしおぇいに-
ゃぇかけ: «¨く – ゃけさ, けく!» ╇ くっ しすにょくけ 
ぉにかけ しくぇつぇかぇ ゃけえすう ゃ ょけゃっさうっ お 
たけいはうくせ, ぇ こけすけき せおさぇしすぬ しぇきけっ 
ょけさけゅけっ?

′ぇ ねすけす さぇい ╁. ╀ぇておうさけゃ くっ くぇ-
てひか こけくうきぇくうは う こけょょっさあおう ゃ けさ-
ゅぇくぇた こさぇゃけこけさはょおぇ. 〉つぇしすおけゃにえ 
(くっ すけす, つすけ ゃっさくせか こすうち ゃ こっさゃにえ 
さぇい) いぇはゃうか: «╃ぇ いぇつっき ゃぇき ねすう 
ゅけかせぉう? ¨くう つすけ, ょけさけゅうっ?» ╁うお-
すけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ こけょすゃっさょうか: «╃ぇ, 
ょけさけゅうっ». ′け こさぇゃけけたさぇくうすっかぬ くっ 

こけゃっさうか う しすぇか しぇき いゃけくうすぬ ゃ いけけ-
きぇゅぇいうく. ╉けゅょぇ すぇき しおぇいぇかう すけ あっ 
しぇきけっ, けつっくぬ せょうゃうかしは う こけけぉっとぇか 
いぇくはすぬしは さぇししかっょけゃぇくうっき おさぇあう. 
╁うおすけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ くっ しすぇか せすけつ-
くはすぬ, つすけ こっさくぇすにっ ょけさけゅう っきせ くっ 
すけかぬおけ ゃ きぇすっさうぇかぬくけき しきにしかっ, くけ 
う おぇお あうゃにっ しけいょぇくうは, こうすけきちに. 
╋うかうちうけくっさ ゃさけょっ ぉに しぇき ょけかあっく 
ぉにか ねすけ こけくうきぇすぬ. ╉ しけあぇかっくうの, 
ゃけさ けしすぇかしは ぉっいくぇおぇいぇくくにき.

〈[╄〈をぅ. 
¨‶〈╇╋╇]〈╇』╄]╉┿ぅ.
╉ぇお-すけ さぇい くぇおぇくせくっ ╃くは ‶け-

ぉっょに ╁うおすけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ ょぇあっ 
こにすぇかしは ょさっししうさけゃぇすぬ しゃけっゅけ 
こっさくぇすけゅけ こうすけきちぇ: たけすっか, つすけぉに 
ゅけかせぉぬ, こけしかっ すけゅけ, おぇお っゅけ ゃにこせ-
しすはす ゃ すけさあっしすゃっくくけえ けぉしすぇくけゃおっ, 
ゃっさくせかしは う しっか くぇ させおせ たけいはうくせ. 
′っしおけかぬおけ きっしはちっゃ けく たけょうか し 
くうき お ╋っきけさうぇかせ ‶けぉっょに, おけさきうか 
すけかぬおけ すぇき う こさうせつぇか しかっすぇすぬ ゃ 
させおう. ‶けくぇつぇかせ こけょゃはいにゃぇか おさに-
かぬは う ょっさあぇか いぇ くうすおせ, こさうゃはいぇく-
くせの お かぇこおっ. ╇ ゅけかせぉぬ くぇせつうかしは 
こさけょっかにゃぇすぬ ねすけす すさのお! ¨ょくぇおけ ゃ 
╃っくぬ ‶けぉっょに, くぇ こさぇいょくうおっ けく くっ 
せょぇかしは. 《さけくすけゃうお ゃけこさっおう けあう-
ょぇくうはき けおぇいぇかしは ゃけ ゃすけさけき さはょせ, 
けすおせょぇ くっせょけぉくけ ぉにかけ こさうくうきぇすぬ 
こすうちせ. ╂けかせぉぬ, おけすけさけゅけ ゃにこせしすう-
かぇ ょっゃけつおぇ, ゃいきにか ゃゃにしぬ, ゃっさ-
くせかしは, くっ くぇえょは たけいはうくぇ, しっか くぇ 
つぇてせ «ゃっつくけゅけ けゅくは», くっおけすけさけっ 
ゃさっきは けゅかはょにゃぇかしは, ゃにすはゅうゃぇは 
てっの, ぇ こけすけき… ゃしこけさたくせか う せかっ-
すっか こさけつぬ. ′け くっ ゃけかくせえすっしぬ, ねすぇ 
うしすけさうは, ゃ けすかうつうっ けす こさっょにょせ-
とっえ, ゃけゃしっ くっ ゅさせしすくぇは. ‶っさくぇすにえ 
くっ いぇすっさはかしは ゃ ゅけさけょっ, くっ こけこぇか お 
いかにき かのょはき. ¨く しぇきけしすけはすっかぬくけ 
ゃっさくせかしは くぇ さけょくせの ゅけかせぉはすくの.

╂¨╊〉╀╇ – ╁╁｠]を!
‶けしかっ さぇしこぇょぇ ]けのいぇ こっさっしすぇかけ 

しせとっしすゃけゃぇすぬ う けぉとっしすゃけ かのぉうすっ-

かっえ ゅけかせぉっえ. ′け «しすぇさにっ ゅけかせぉはす-
くうおう», おぇお うた ゃっかうつぇっす ╁うおすけさ ╁ぇ-
しうかぬっゃうつ, う しっゅけょくは ゃしすさっつぇのすしは 
くぇ ╁╇╆っ, ゃっょせす さぇいゅけゃけさに け しゃけひき, 
け ゅけかせぉうくけき. ┿ きけかけょにっ かのょう ゃ うた 
すっしくにえ おさせゅ こけつすう くっ ゃかうゃぇのすしは 
– しっゅけょくは すぇおけっ たけぉぉう こっさっしすぇかけ 
ぉにすぬ きけょくにき. ┿ あぇかぬ.

¨ぉにつくけ せ そさけくすけゃうおぇ あうゃひす 
けおけかけ すさひた ょっしはすおけゃ ぉかぇゅけさけょ-
くにた こすうち. ‶っさくぇすにっ こうすけきちに 
ょかは ゃっすっさぇくぇ – おぇお しけぉしすゃっくくにっ 
ょっすう, けぉなっおす いぇぉけすに う ぉっしおけくっつ-
くけえ かのぉゃう. ╉ぇあょけっ せすさけ けく, つっ-
かけゃっお し こけつすっくくにき ゃけいさぇしすくにき 
ぉぇゅぇあけき, こさけてっょてうえ ゃけえくせ う こけ-
かせつうゃてうえ さぇくっくうっ う おけくすせいうの, 
こけょくうきぇっすしは こけ おさせすけえ かっしっく-
おっ くぇ ゅけかせぉはすくの う こさうくうきぇっすしは 
おけさきうすぬ ゃけさおせのとせの おけきぇくょせ. 
[ぇいゅけゃぇさうゃぇっす しけ しゃけうきう こっゅけぉけ-
おうきう う ぉせさけぉけおうきう (ゅけかせぉう ねすうた 
さぇいくけゃうょくけしすっえ くうおけかぇっゃしおけえ 
こけさけょに あうゃせす せ ╁うおすけさぇ ╁ぇしう-
かぬっゃうつぇ), つっさこぇっす けす くうた いぇさはょ 
こけかけあうすっかぬくけえ ねくっさゅうう.

╁. ╀ぇておうさけゃ くっ さぇい こさけぉけゃぇか 
«いぇゃはいぇすぬ» し さぇいゃっょっくうっき ゅけ-

かせぉっえ. ╁っょぬ ねすけ すはあっかけ つうしすけ 
そういうつっしおう (こさうたけょうすしは おぇあょにえ 
ょっくぬ こけょくうきぇすぬしは きっすさぇ くぇ すさう 
こけ おさせすけえ かっしっくおっ), ょぇ う しすけうす 
くっょひてっゃけ: くぇ けょくう おけさきぇ いぇ いうきせ 
すさぇすうすしは ぉけかぬてっ すにしはつう させぉかっえ. 
ぁすうき かっすけき ょぇあっ くっ しすぇか おさぇしうすぬ 
ゅけかせぉはすくの, う ゃ くぇつぇかっ かっすぇ こすうち 
せ ╁うおすけさぇ ╁ぇしうかぬっゃうつぇ くっ ぉにかけ. 
′け  ゃにはしくうかけしぬ, つすけ ぉさけしうすぬ かの-
ぉうきけっ ょっかけ くっこさけしすけ: «╂させしすくけ 
ぉにかけ しきけすさっすぬ くぇ こせしすせの ゅけかせぉはす-
くの», – ゅけゃけさうす ゃっすっさぇく. ‶けったぇか 
くぇ さにくけお ゃけゃしっ くっ いぇ ゅけかせぉはきう, 
くけ ゃしすさっすうか いくぇおけきけゅけ, おけすけさにえ 
こさっょかけあうか つっすにさひた こすうち. ¨すおぇ-
いぇすぬしは させおぇ くっ こけょくはかぇしぬ. ╇ しくけゃぇ 
こけてかけ-こけったぇかけ. ]っゅけょくは うた ょゃぇょ-
ちぇすぬ ょゃっ こかのし こすっくちに, おけすけさにっ 
こけはゃうかうしぬ こけ ゃっしくっ. 

╁っすっさぇく しけきくっゃぇっすしは, しすぇくっす かう 
ゃにこせしおぇすぬ ゅけかせぉっえ ゃ くにくってくうえ 
╃っくぬ ‶けぉっょに: しおさけきくにえ けく つっかけ-
ゃっお. ′け ゃしひ さってうすしは, おけくっつくけ, ぉかう-
あっ お すけさあっしすゃっくくけえ ょぇすっ. ╀せょっき 
くぇょっはすぬしは, つすけ ╁うおすけさ ╁ぇしうかぬっゃうつ 
くっ しすぇくっす くぇさせてぇすぬ すさぇょうちうの. 

╇ ゅけかせぉう ゃいきけのす ゃゃにしぬ.

ГОЛУБИНЫЕ ИСТОРИИ
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╋に こさけょけかあぇっき けぉしせあょぇすぬ こさけっおす こっさっくけしぇ きけゅうかに こっさゃけ-
けすおさにゃぇすっかは さけししにこくけゅけ いけかけすぇ ╊ぬゃぇ ╀させしくうちにくぇ くぇ ぉっさひ-
いけゃしおせの いっきかの. ]ゃけひ きくっくうっ ゃにしおぇいにゃぇっす ゅっけかけゅ, ぉにゃてうえ 
あうすっかぬ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ ╁うすぇかうえ 《ひょけさけゃうつ ╀ぇさおけゃ. ┿ つすけ ょせ-
きぇっすっ こけ ねすけきせ こけゃけょせ ゃに, せゃぇあぇっきにっ つうすぇすっかう? ╆ゃけくうすっ こけ 
すっか. 44711, 49036.

┳┲┰┱┬┶╀, ┦┵┳┲┰┱┬┶╀, ┫┤┳┲┰┱┬┶╀
╁うすぇかうえ ╀┿[╉¨╁, ゅ. ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ
》けすっか こけょっかうすぬしは し ぉっさっいけゃつぇ-

くぇきう きにしかはきう こけ こけゃけょせ こっさっ-
くけしぇ こぇきはすくうおぇ う いぇたけさけくっくうは 
╊ぬゃぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ ╀させしくうちにくぇ. ╋くっ 
ぉかういおぇ すっきぇ, ゃっょぬ は ゅっけかけゅ, きくけ-
ゅけ かっす こさけあうか ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ.  
╁ [けししうう ぉにすせのす すさう こさっょしすぇゃ-
かっくうは け こぇきはすくうおっ, けぉなっょうくはっ-
きにっ こけくはすうはきう こぇきはすぬ, こけきくうすぬ, 
ゃしこけきうくぇすぬ, いぇこけきくうすぬ. ╁ ょぇゃくうっ 
ゃさっきっくぇ くぇ きっしすっ いぇたけさけくっくうは 
くぇしにこぇかう たけかきうおう いっきかう, おせさゅぇ-
くに し おさせこくにきう おぇきくはきう, つすけぉに 
けすきっすうすぬ きっしすけ, いぇこけきくうすぬ っゅけ. 
‶けいあっ こけはゃうかうしぬ おぇきくう うかう こかう-
すに, くぇ おけすけさにた けすきっつぇかう うきは う 
ょぇすせ, こさけそっししうの, つうく, こうしぇかう 
ねこうすぇそうの. ‶けすけき しすぇかう せしすぇくぇゃ-
かうゃぇすぬ しうきゃけかに ゃっさに – おさっしすに, 
つぇとっ ょっさっゃはくくにっ,  うい-いぇ こさけしすけ-
すに ういゅけすけゃかっくうは う ょってっゃういくに. 

′ぇ けすきっつっくくけっ きっしすけ いぇたけさけくっ-
くうは こさうたけょはす さけょしすゃっくくうおう, ょさせ-
いぬは, おけかかっゅう こけ さぇぉけすっ, おけすけさにき 
ょけさけゅう ゃけしこけきうくぇくうは け こけつうゃ-
てっき. ╋っしすぇ いぇたけさけくっくうえ けぉにつくけ 
すうたうっ, せょぇかひくくにっ けす しせっすに きうさ-
しおけえ. 〈ぇき きけあくけ こけしすけはすぬ けょくけ-
きせ, こけょせきぇすぬ け あういくう. ╁ すぇおけき 
きっしすっ おぇあっすしは, つすけ ゃさっきは あせさつうす 
ょぇかひおうき させつっえおけき. 

╇いゃっしすくにた かのょっえ たけさけくうかう ゃ 
ちっさおゃはた うかう ゃぉかういう ちっさおゃっえ. ぁすけゅけ 
せょけしすけっく ぉにか う ╊っゃ ╇ゃぇくけゃうつ ╀させし-
くうちにく. ‶けすけきせ こけ-たさうしすうぇくしおう かう  
ゃ すさっすうえ さぇい すさっゃけあうすぬ っゅけ ょせてせ, 
ゃっょぬ けょくぇあょに せあっ こけぉっしこけおけうかう 
きけゅうかせ, おけゅょぇ たけさけくうかう っゅけ しにくぇ. 

′ぇ きけえ ゃいゅかはょ, きけゅうかぇ くっ ょけかあくぇ 
ぉにすぬ こさうかのょくけえ. ╋くっ ういゃっしすくけ 
すけかぬおけ ょゃぇ きっしすぇ, ゅょっ けしすぇくおう つっ-
かけゃっおぇ こけおけはすしは ゃ ちっくすさっ ゅけさけょけゃ. 
ぁすけ ╋けしおゃぇ う ‶たっくぬはく. ]かにてぇか 
しっすけゃぇくぬは さけょしすゃっくくうおけゃ こけたけさけ-
くっくくにた ゃ ╉さっきかひゃしおけえ しすっくっ くぇ すけ, 
つすけ くっゃけいきけあくけ しすけはすぬ ゃけいかっ せさく し 
こさぇたけき しさっょう てせきぇ う ゅぇきぇ. 

┿ ゃけす こぇきはすくうおう ょけかあくに ゃけい-
ゃけょうすぬ おぇお さぇい ゃ けぉとっしすゃっくくにた 
きっしすぇた, つすけぉに くぇさけょ いくぇか う こけき-
くうか すった, おすけ ゃくひし ゃおかぇょ ゃ うしすけ-
さうの しゃけっえ さけょうくに, うしすけさうの ゃしっゅけ 
つっかけゃっつっしすゃぇ. ╉ こさうきっさせ, しっえつぇし 
しけぉうさぇのすしは せしすぇくけゃうすぬ こぇきはすくうお 
╂ぇゅぇさうくせ ゃ ╊けくょけくっ, ぇ いぇたけさけ-
くっくうっ おけしきけくぇゃすぇ, さぇいせきっっすしは, 
けしすぇくっすしは ゃ [けししうう. ‶けねすけきせ きくっ 
おぇあっすしは しぇきにき こさぇゃうかぬくにき しけ-
たさぇくうすぬ こぇきはすくうお くぇ きっしすっ いぇ-
たけさけくっくうは ╊ぬゃぇ ╀させしくうちにくぇ: 
すぇき っゅけ きけゅせす こけきはくせすぬ あうすっかう 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, こけしっとぇのとうっ 
╇ゃぇくけゃしおけっ おかぇょぉうとっ. ′ぇ ゃたけ-
ょっ ょけかあっく ぉにすぬ せおぇいぇすっかぬ きっしすぇ 
きけゅうかに. ╁けいかっ こぇきはすくうおぇ きけあくけ 
けそけさきうすぬ すぇぉかうつおせ し おさぇすおけえ うく-
そけさきぇちうっえ け ╀させしくうちにくっ. 

》けさけてけ ぉに せしすぇくけゃうすぬ こぇきはす-
くうお ╀させしくうちにくせ ゃ ╇しすけさうつっしおけき 
しおゃっさっ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, つすけぉに 
っゅけ ゃうょっかう ょっしはすおう すにしはつ かのょっえ 
う きけゅかう こけかけあうすぬ ちゃっすに お こけょ-
くけあうの. ┿ ゃ ╀っさひいけゃしおけき くせあっく 
こぇきはすくうお いけかけすけょけぉにすつうおぇき [けし-
しうう. ′け さってっくうっ こさうくうきぇすぬ, おけ-
くっつくけ, ゃぇき, ぉっさっいけゃつぇくっ.

‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨╁╄[╉┿
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┿かひくぇ [┿』┱╁┿, いぇきっしすうすっかぬ こさけおせさけさぇ ゅけさけょぇ

′┿ せかうちぇた さぇしすぇはかう こけしかっょくうっ しせゅさけぉに, けすおぇこぇかう しゃけひ しけしせかぬおう, くけ 
すぇお かう ゃっしっかけ きに さぇしこさけとぇかうしぬ し いうきけえ, う すぇお かう ぉっいけぉかぇつくけ くぇ-

つぇかぇしぬ ゃっしくぇ?
′っしこさけしすぇ し はくゃぇさは こさけおせさぇすせさぇ 

ゅけさけょぇ っあっくっょっかぬくけ こさけゃけょうかぇ こさけ-
ゃっさおう しっいけくくにた さぇぉけす こけ せぉけさおっ しくっゅぇ 
う くぇかっょう し おさにて いょぇくうえ う おけいにさぬおけゃ 
こけょなっいょけゃ: ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
こけしすけはくくけ すさぇゃきうさけゃぇかうしぬ かのょう ゃ 
さっいせかぬすぇすっ けぉさせてっくうは し ゃにしけすに ゅかにぉ 
かぬょぇ う しくっゅぇ. ′ぇし うくすっさっしけゃぇかけ, おぇお 
けさゅぇくういけゃぇくぇ せぉけさおぇ, しゃけっゃさっきっくくけ かう 
╅╉》 こさけゃけょうす こけさせつっくくにっ っきせ さぇぉけすに. 
¨しけぉけっ ゃくうきぇくうっ せょっかはかう ておけかぇき, しぇ-
ょうおぇき, ぉけかぬくうちぇき, こけかうおかうくうおぇき, あう-
かにき ょけきぇき. 

〉ぉけさおぇ しくっゅぇ う しゃうしぇのとうた しけしせかっお 
けおぇいぇかぇしぬ くっ くぇ ょけかあくけき せさけゃくっ, くぇ 
すさけすせぇさぇた けすしせすしすゃけゃぇかう くっけぉたけょう-
きにっ けゅさぇあょっくうは. ‶さけおせさけさ ゅけさけょぇ 

けすさっぇゅうさけゃぇか くぇ しけいょぇゃてせのしは しうすせぇ-
ちうの ょっしはすぬの うしおけゃにきう いぇはゃかっくうはきう 
ゃ しせょ ゃ うくすっさっしぇた ゅさぇあょぇく. ╁しっ けくう 
ぉにかう さぇししきけすさっくに う せょけゃかっすゃけさっくに. 
╁ ぇょさっし させおけゃけょうすっかっえ あうかうとくけ-おけき-
きせくぇかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ ゃくっしっくけ すさう 
こさっょしすぇゃかっくうは し すさっぉけゃぇくうっき くっいぇ-
きっょかうすっかぬくけ せしすさぇくうすぬ ゃにはゃかっくくにっ 
くぇさせてっくうは う けぉっしこっつうすぬ ぉっいけこぇしくけしすぬ 
あうすっかっえ. ¨ぉなはゃかっくけ こはすぬ こさっょけしすっさっ-
あっくうえ け くっょけこせしすうきけしすう くぇさせてっくうは 
いぇおけくぇ ょけかあくけしすくにきう かうちぇきう, けすゃっす-
しすゃっくくにきう いぇ ねおしこかせぇすぇちうの いょぇくうえ う 
しけょっさあぇくうっ こさうょけきけゃけえ すっささうすけさうう. 
′ぇさせてっくうは ぉにかう せしすさぇくっくに, ぉせょっき くぇ-
ょっはすぬしは, つすけ おけききせくぇかぬとうおう ういゃかっおせす 
せさけおう うい ねすけゅけ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ ╆┿】╇〈┿

′╄ ]〈╄]′ぅ╈〈╄]を – ¨╀[┿】┿╈〈╄]を
╇さうくぇ ╊╄¨′¨╁┿, くぇつぇかぬくうお けすょっかぇ こけ くぇいくぇつっくうの ゃにこかぇす, 
しけちうぇかぬくにた こけしけぉうえ う おけきこっくしぇちうえ せこさぇゃかっくうは しけちいぇとうすに くぇしっかっくうは ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき
1056 ぉっさっいけゃつぇく こけかせつうかう 

ゃ こさけてかけき ゅけょせ 4,6 きうかかうけくぇ 
させぉかっえ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ しけちう-
ぇかぬくけえ こけきけとう. ぁすけ ゃ 1,1 さぇいぇ 
ぉけかぬてっ, つっき ゃ 2009-き. ′ぇこけき-
くの, つすけ  ゃ しけけすゃっすしすゃうう し そっょっ-
さぇかぬくにき う けぉかぇしすくにき いぇおけくけょぇ-
すっかぬしすゃけき さぇいきっさ すぇおけえ こけきけとう 
しけしすぇゃかはっす っあっきっしはつくけ くぇ おぇあ-
ょけゅけ つかっくぇ しっきぬう 350 させぉかっえ. 
╉さけきっ すけゅけ, ゃ しけけすゃっすしすゃうう し 
けぉかぇしすくにき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ 
せこさぇゃかっくうっ しけちうぇかぬくけえ いぇとう-
すに くぇしっかっくうは こさけういゃけょうす くぇ-
いくぇつっくうっ う ゃにこかぇすせ 500 させぉかっえ 
くぇ おぇあょけゅけ くっすさせょけしこけしけぉくけゅけ 
つかっくぇ しっきぬう けょうく さぇい ゃ おぇかっく-

ょぇさくにえ ゅけょ. ╁ 2010-き  きぇすっさう-
ぇかぬくぇは こけきけとぬ  ぉにかぇ けおぇいぇくぇ 
590 つかっくぇき きぇかけうきせとうた しっきっえ 
くぇ  479 すにしはつ させぉかっえ.

╉すけ あっ うきっっす こさぇゃけ くぇ すぇおせの 
こけょょっさあおせ ゅけしせょぇさしすゃぇ? ]けちう-
ぇかぬくぇは こけきけとぬ くぇいくぇつぇっすしは くぇ 
ゃしった つかっくけゃ しっきぬう, しゃはいぇくくにた 
さけょしすゃけき, こさう せしかけゃうう, つすけ ょけ-
たけょ くぇ おぇあょけゅけ くうあっ せしすぇくけゃ-
かっくくけゅけ こさけあうすけつくけゅけ きうくうきせきぇ 
こけ くっ いぇゃうしはとうき けす しっきぬう こさう-
つうくぇき. ′ぇいくぇつっくうっ 350 させぉかっえ 
こさけういゃけょうすしは し きっしはちぇ けぉさぇとっ-
くうは ょけ こけかせゅけょぇ. ╃けこけかくうすっかぬくけ  
くぇ おぇあょけゅけ くっすさせょけしこけしけぉくけゅけ 
つかっくぇ しっきぬう (さっつぬ うょひす け ょっすはた 
ょけ 18 かっす, こっくしうけくっさぇた こけ ゃけいさぇ-

しすせ う うくゃぇかうょぇた) くぇいくぇつぇっすしは  う 
ゃにこかぇつうゃぇっすしは きぇすこけきけとぬ ゃ 500 
させぉかっえ. 〉こさぇゃかっくうっ しけちうぇかぬくけえ 
いぇとうすに くぇしっかっくうは こさっょかぇゅぇっす 
ゃしっき くせあょぇのとうきしは けぉさぇすうすぬしは 
いぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ しけちうぇかぬ-
くけえ う きぇすっさうぇかぬくけえ こけきけとぬの 
(せか. ╊っくうくぇ, 73, おぇぉうくっすに 34 う 
38,  すっかっそけくに ょかは しこさぇゃけお 4-91-
11, 4-93-81, 4-93-83). ]すけうす かう 
しすっしくはすぬしは, けこせしおぇすぬ させおう, おけゅょぇ 
あういくっくくにっ けぉしすけはすっかぬしすゃぇ こさけ-
ゃっさはのす ゃぇし くぇ こさけつくけしすぬ, おけゅょぇ 
こさうたけょうすしは しつうすぇすぬ こけしかっょくうっ 
させぉかう, つすけぉに ゃにぉさぇすぬしは うい すさせょ-
くけえ しうすせぇちうう? ╂けしせょぇさしすゃけ こさっょ-
かぇゅぇっす させおせ こけきけとう, う くぇょけ っひ 
こさうくうきぇすぬ. 

╉¨′]〉╊を〈┿『╇ぅ ]‶╄『╇┿╊╇]〈┿

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÏÓÒÅÂÊÓ Â ÑÀÍÀÒÎÐÈÉ
╉ぇおうっ ょけおせきっくすに くっけぉたけょうきけ こさっょけ-

しすぇゃうすぬ ょかは こけかせつっくうは こせすひゃおう くぇ しぇくぇ-
すけさくけ-おせさけさすくけっ かっつっくうっ?

╃かは すけゅけ, つすけぉに こけかせつうすぬ こせすひゃおせ くっけぉたけょう-
きけ こさっょけしすぇゃうすぬ こけ きっしすせ あうすっかぬしすゃぇ ゃ そうかうぇか 
さっゅうけくぇかぬくけゅけ けすょっかっくうは 《けくょぇ しけちうぇかぬくけゅけ 
しすさぇたけゃぇくうは きっょうちうくしおせの しこさぇゃおせ そけさきに 070/
〉-04. ]こさぇゃおぇ ゃにょぇひすしは ゃ かっつっぉくけ-こさけそうかぇおすう-
つっしおけき せつさっあょっくうう こけ きっしすせ あうすっかぬしすゃぇ.

╆ぇはゃかっくうっ くぇ こけかせつっくうっ こせすひゃおう いぇこけかくは-
っすしは くぇ こさうひきっ ゃ そうかうぇかっ さっゅうけくぇかぬくけゅけ けす-
ょっかっくうは こけ きっしすせ あうすっかぬしすゃぇ.

╉ぇおうっ おぇすっゅけさうう ゅさぇあょぇく うきっのす 
こさぇゃけ くぇ こけかせつっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 
しけちうぇかぬくけえ こけきけとう ゃ ゃうょっ くぇぉけさぇ しけ-
ちうぇかぬくにた せしかせゅ, ゃ すけき つうしかっ こせすひゃおう くぇ 
しぇくぇすけさくけ-おせさけさすくけっ かっつっくうっ?

╁ しけけすゃっすしすゃうう しけ しすぇすぬひえ 6.1 《っょっさぇかぬくけ-
ゅけ いぇおけくぇ けす 17.07.1999 わ178-《╆ (ゃ さっょぇおちうう 
《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ けす 22.08.2004 わ122-
《╆) «¨ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ しけちうぇかぬくけえ こけきけとう» 
こさぇゃけ くぇ こけかせつっくうっ こせすひゃおう うきっのす しかっょせの-
とうっ おぇすっゅけさうう ゅさぇあょぇく:

1) うくゃぇかうょに ゃけえくに;
2) せつぇしすくうおう ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ 

ゃけえくに;
3) ゃっすっさぇくに ぉけっゃにた ょっえしすゃうえ;
4) ゃけっくくけしかせあぇとうっ, こさけたけょうゃてうっ ゃけっくくせの 

しかせあぉせ ゃ ゃけうくしおうた つぇしすはた, せつさっあょっくうはた, ゃけ-
っくくけ-せつっぉくにた いぇゃっょっくうはた, くっ ゃたけょうゃてうた ゃ しけ-
しすぇゃ ょっえしすゃせのとっえ ぇさきうう, ゃ こっさうけょ し 22 うのくは 
1941 ゅけょぇ こけ 3 しっくすはぉさは 1945 ゅけょぇ くっ きっくっっ 
てっしすう きっしはちっゃ, ゃけっくくけしかせあぇとうっ, くぇゅさぇあょひく-
くにっ けさょっくぇきう うかう きっょぇかはきう ]]][ いぇ しかせあぉせ 
ゃ せおぇいぇくくにえ こっさうけょ;

5) かうちぇ, くぇゅさぇあょひくくにっ いくぇおけき «╅うすっかの 
ぉかけおぇょくけゅけ ╊っくうくゅさぇょぇ»;

6) かうちぇ, さぇぉけすぇゃてうっ ゃ こっさうけょ ╁っかうおけえ ¨す-
っつっしすゃっくくけえ ゃけえくに くぇ けぉなっおすぇた こさけすうゃけゃけい-
ょせてくけえ けぉけさけくに, きっしすくけえ こさけすうゃけゃけいょせてくけえ 
けぉけさけくに, くぇ しすさけうすっかぬしすゃっ けぉけさけくうすっかぬくにた 
しけけさせあっくうえ, ゃけっくくけ-きけさしおうた ぉぇい, ぇねさけょさけきけゃ う 
ょさせゅうた ゃけっくくにた けぉなっおすけゃ ゃ こさっょっかぇた すにかけゃにた 
ゅさぇくうち ょっえしすゃせのとうた そさけくすけゃ, けこっさぇちうけくくにた 
いけく ょっえしすゃせのとうた そかけすけゃ, くぇ こさうそさけくすけゃにた 
せつぇしすおぇた あっかっいくにた う ぇゃすけきけぉうかぬくにた ょけさけゅ, ぇ 
すぇおあっ つかっくに ねおうこぇあっえ しせょけゃ すさぇくしこけさすくけゅけ 
そかけすぇ, うくすっさくうさけゃぇくくにた ゃ くぇつぇかっ ╁っかうおけえ ¨す-
っつっしすゃっくくけえ ゃけえくに ゃ こけさすぇた ょさせゅうた ゅけしせょぇさしすゃ;

7) つかっくに しっきっえ こけゅうぉてうた (せきっさてうた) うく-
ゃぇかうょけゃ ゃけえくに, せつぇしすくうおけゃ ╁っかうおけえ ¨す-

っつっしすゃっくくけえ ゃけえくに う ゃっすっさぇくけゃ ぉけっゃにた 
ょっえしすゃうえ, つかっくに しっきっえ こけゅうぉてうた ゃ ╁っかうおけえ 
¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくっ かうち うい つうしかぇ かうつくけ-
ゅけ しけしすぇゃぇ ゅさせここ しぇきけいぇとうすに けぉなっおすけゃにた 
う ぇゃぇさうえくにた おけきぇくょ きっしすくけえ こさけすうゃけゃけい-
ょせてくけえ けぉけさけくに, ぇ すぇおあっ つかっくに しっきっえ こけ-
ゅうぉてうた さぇぉけすくうおけゃ ゅけしこうすぇかっえ う ぉけかぬくうち 
ゅけさけょぇ ╊っくうくゅさぇょぇ;

8) うくゃぇかうょに;
9) ょっすう-うくゃぇかうょに;
10) こけしすさぇょぇゃてうっ けす さぇょうぇちうけくくにた ゃけい-

ょっえしすゃうえ.
╁ すっつっくうっ おぇおけゅけ しさけおぇ ょっえしすゃせっす きっ-

ょうちうくしおぇは しこさぇゃおぇ ょかは こけかせつっくうは こせ-
すひゃおう そけさきに 070/〉-04?

]けゅかぇしくけ ‶さうおぇいせ ╋うくいょさぇゃしけちさぇいゃうすうは けす 
22 くけはぉさは 2004 わ256 しさけお ょっえしすゃうは しこさぇゃおう 
そけさきに 070/〉-04 しけしすぇゃかはっす てっしすぬ きっしはちっゃ しけ 
ょくは ゃにょぇつう.

╉けゅょぇ くぇつうくぇっすしは こさうっき いぇはゃかっくうえ 
くぇ こけかせつっくうっ こせすひゃおう くぇ しぇくぇすけさくけ-おせ-
さけさすくけっ かっつっくうっ けす ゅさぇあょぇく かぬゅけすくにた 
おぇすっゅけさうえ くぇ しかっょせのとうえ ゅけょ?

]けゅかぇしくけ ‶さうおぇいせ ╋うくうしすっさしすゃぇ いょさぇゃけけた-
さぇくっくうは う しけちうぇかぬくけゅけ さぇいゃうすうは [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう けす 29 ょっおぇぉさは 2004 わ328 «¨ぉ 
せすゃっさあょっくうう こけさはょおぇ こさっょけしすぇゃかっくうは くぇぉけ-
さぇ しけちうぇかぬくにた せしかせゅ けすょっかぬくにき おぇすっゅけさうはき 
ゅさぇあょぇく» こさうひき いぇはゃかっくうえ くぇ こけかせつっくうっ こせ-
すひゃおう くぇ しぇくぇすけさくけ-おせさけさすくけっ かっつっくうっ くぇつう-
くぇっすしは し 1 ょっおぇぉさは すっおせとっゅけ ゅけょぇ.

╁ おぇおうっ しぇくぇすけさくけ-おせさけさすくにっ せつさっあ-
ょっくうは こさっょけしすぇゃかはのすしは こせすひゃおう くぇ しぇ-
くぇすけさくけ-おせさけさすくけっ かっつっくうっ?

]ぇくぇすけさくけ-おせさけさすくにっ せつ-
さっあょっくうは, ゃ おけすけさにっ こさっょけ-
しすぇゃかはのすしは こせすひゃおう くぇ しぇ-
くぇすけさくけ-おせさけさすくけっ かっつっくうっ, 
けこさっょっかはのすしは こけ さっいせかぬすぇすぇき 
けすおさにすにた おけくおせさしけゃ くぇ けおぇ-
いぇくうっ せしかせゅ こけ しぇくぇすけさくけ-おせ-
さけさすくけきせ かっつっくうの ゅさぇあょぇく, 
うきっのとうた こさぇゃけ くぇ こけかせつっくうっ 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ しけちうぇかぬくけえ 
こけきけとう. ‶けさはょけお こさけゃっょっくうは 
おけくおせさしけゃ さっゅせかうさせっすしは 《っょっ-
さぇかぬくにき いぇおけくけき けす 21.07.2005 
わ94-《╆ «¨ さぇいきっとっくうう いぇ-
おぇいけゃ くぇ こけしすぇゃおう すけゃぇさけゃ, 
ゃにこけかくっくうっ さぇぉけす, けおぇいぇくうっ 
せしかせゅ ょかは ゅけしせょぇさしすゃっくくにた う 

きせくうちうこぇかぬくにた くせあょ».
′ぇ おぇおうっ ゃうょに すさぇくしこけさすぇ こさっょけしすぇゃ-

かはのすしは しこっちうぇかぬくにっ すぇかけくに くぇ ぉっし-
こかぇすくにえ こさけっいょ お きっしすせ かっつっくうは う けぉ-
さぇすくけ?

╁ しけけすゃっすしすゃうう し ‶さぇゃうかぇきう そうくぇくしけゃけゅけ 
けぉっしこっつっくうは さぇしたけょけゃ こけ こさっょけしすぇゃかっくうの 
ゅさぇあょぇくぇき ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ しけちうぇかぬくけえ こけ-
きけとう ゃ ゃうょっ くぇぉけさぇ しけちうぇかぬくにた せしかせゅ, せす-
ゃっさあょひくくにきう ‶けしすぇくけゃかっくうっき ‶さぇゃうすっかぬ-
しすゃぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう けす 29 ょっおぇぉさは 
2004 わ864 すぇかけくに くぇ こさけっいょ お きっしすせ かっつっくうは 
う けぉさぇすくけ こさっょけしすぇゃかはのすしは くぇ:

— あっかっいくけょけさけあくにえ すさぇくしこけさす (こけっいょぇ う 
ゃぇゅけくに ゃしった おぇすっゅけさうえ, いぇ うしおかのつっくうっき そうさ-
きっくくにた こけっいょけゃ う ゃぇゅけくけゃ こけゃにてっくくけえ おけき-
そけさすくけしすう);

— ぇゃうぇちうけくくにえ すさぇくしこけさす (ねおけくけきうつっしおうえ 
おかぇしし) こさう けすしせすしすゃうう あっかっいくけょけさけあくけゅけ しけ-
けぉとっくうは (すけかぬおけ ょかは しこうくぇかぬくにた ぉけかぬくにた).

╁ おぇおうた しかせつぇはた ゅさぇあょぇくうく けぉはいぇく 
けそけさきうすぬ ょけゃっさっくくけしすぬ くぇ こけかせつっくうっ 
すぇかけくけゃ ょさせゅうき かうちけき?

╃けゃっさっくくけしすぬ くぇ こさぇゃけ こけかせつっくうは すぇかけくけゃ 
けそけさきかはっすしは ゃ しかせつぇっ こけかせつっくうは すぇかけくけゃ 
すさっすぬうき かうちけき, しけこさけゃけあょぇのとうき うくゃぇかうょぇ 
かうちけき, かうぉけ ゃ しかせつぇっ しけこさけゃけあょっくうは お きっしすせ 
かっつっくうは さっぉひくおぇ-うくゃぇかうょぇ くっ ぉかういおうきう さけょ-
しすゃっくくうおぇきう (ゃ ねすけき しかせつぇっ ょけゃっさうすっかっき ゃに-
しすせこぇっす きぇすぬ かうぉけ けすっち さっぉひくおぇ).

╋けあくけ かう けすおぇいぇすぬしは けす けぉっしこっつっくうは 
かっおぇさしすゃっくくにきう こさっこぇさぇすぇきう, くけ うきっすぬ 
こさう ねすけき こさぇゃけ くぇ かぬゅけすくせの しぇくぇすけさくけ-
おせさけさすくせの こせすひゃおせ?

╃ぇ, し 1 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ ねすけ しすぇかけ ゃけい-
きけあくにき, こけしおけかぬおせ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し 《っょっ-
さぇかぬくにき いぇおけくけき けす 08.12.2010 わ345-《╆ «¨ 
ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ そっょっさぇかぬくにえ いぇおけく "¨ 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ しけちうぇかぬくけえ こけきけとう"» しけち-
こぇおっす ょっかうすしは くっ くぇ ょゃっ, ぇ くぇ すさう つぇしすう: けぉっ-
しこっつっくうっ かっおぇさしすゃっくくにきう こさっこぇさぇすぇきう; こさっ-
ょけしすぇゃかっくうっ こせすひゃおう くぇ しぇくぇすけさくけ-おせさけさすくけっ 
かっつっくうっ; けこかぇすぇ こさけっいょぇ お きっしすせ かっつっくうは う 
けぉさぇすくけ. ¨ょくぇおけ, くぇょけ うきっすぬ ゃ ゃうょせ, つすけ ゃ 
すっおせとっき ゅけょせ こさぇゃけき ゃにぉけさぇ しきけゅせす ゃけしこけかぬ-
いけゃぇすぬしは すけかぬおけ すっ かぬゅけすくうおう, おけすけさにっ ょけ 1 
けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ くぇこうしぇかう いぇはゃかっくうっ けぉ けす-
おぇいっ けす こけかせつっくうは ゃしった しけちうぇかぬくにた せしかせゅ うかう 
け ゃけいけぉくけゃかっくうう こさっょけしすぇゃかっくうは うき きっょう-
ちうくしおけえ つぇしすう うい ねすけゅけ しけちうぇかぬくけゅけ くぇぉけさぇ, 
ぇ ょけ 1 ぇこさっかは 2011 ゅけょぇ こけょぇかう いぇはゃかっくうっ け 
しゃけひき ゃにぉけさっ せしかせゅ くぇ 2011 ゅけょ. ╁しっき けしすぇかぬ-
くにき すぇおけえ ゃにぉけさ こさっょけしすぇゃうすしは すけかぬおけ っしかう 
ょけ 1 けおすはぉさは すっおせとっゅけ ゅけょぇ けくう こけょぇょせす しけけす-
ゃっすしすゃせのとっっ いぇはゃかっくうっ, くけ せあっ くぇ 2012 ゅけょ.

╉ぇおうっ おぇすっゅけさうう ゅさぇあょぇく うきっのす こさぇゃけ 
くぇ こけかせつっくうっ ゃすけさけえ こせすひゃおう, ぇ すぇおあっ くぇ 
ぉっしこかぇすくにえ こさけっいょ お きっしすせ かっつっくうは う けぉ-
さぇすくけ ょかは しけこさけゃけあょぇのとっゅけ うた かうちぇ?

]けゅかぇしくけ ういきっくっくうはき, ゃくっしひくくにき 《っょっ-
さぇかぬくにき いぇおけくけき わ213-《╆ けす 24.07.2009 ゃ 
《っょっさぇかぬくにえ いぇおけく けす 17.07.1999 わ178-《╆ 
«¨ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ しけちうぇかぬくけえ こけきけとう», 
ゅさぇあょぇくっ, うきっのとうっ 1 ゅさせここせ うくゃぇかうょくけしすう 
(し 1 はくゃぇさは 2010 ゅけょぇ お うくゃぇかうょぇき 1 ゅさせここに 
こさうさぇゃくっくに かうちぇ, こけかせつうゃてうっ ゃ せしすぇくけゃかっく-
くけき こけさはょおっ うくゃぇかうょくけしすぬ II う III ゅさせここに, 
うきっのとうっ けゅさぇくうつっくうは しこけしけぉくけしすう お すさせ-
ょけゃけえ ょっはすっかぬくけしすう III しすっこっくう, ぇ すぇおあっ うく-
ゃぇかうょに 1 ゅさせここに くっいぇゃうしうきけ けす くぇかうつうは うかう 
けすしせすしすゃうは しすっこっくう けゅさぇくうつっくうは しこけしけぉくけしすう 
お すさせょけゃけえ ょっはすっかぬくけしすう. ╉けききっくすぇさうえ しこっ-
ちうぇかうしすけゃ ]ゃっさょかけゃしおけゅけ さっゅうけくぇかぬくけゅけ けす-
ょっかっくうは 《けくょぇ しけちうぇかぬくけゅけ しすさぇたけゃぇくうは [《) 
う ょっすう-うくゃぇかうょに うきっのす こさぇゃけ くぇ こけかせつっくうっ 
ゃすけさけえ こせすひゃおう, ぇ すぇおあっ くぇ ぉっしこかぇすくにえ こさけっいょ 
お きっしすせ かっつっくうは う けぉさぇすくけ ょかは しけこさけゃけあょぇの-
とっゅけ かうちぇ. ]けゅかぇしくけ しすぇすぬっ 6.2 《っょっさぇかぬくけゅけ 
いぇおけくぇ けす 17.07.1999 わ178-《3 «¨ ゅけしせょぇさ-
しすゃっくくけえ しけちうぇかぬくけえ こけきけとう» (ゃ さっょぇおちうう 
《っょっさぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ けす 22.08.2004 わ122-《╆) 
ゅさぇあょぇくっ, うきっのとうっ けゅさぇくうつっくうっ しこけしけぉくけしすう 
お すさせょけゃけえ ょっはすっかぬくけしすう III しすっこっくう, ぇ すぇおあっ 
ょっすう-うくゃぇかうょに うきっのす こさぇゃけ くぇ こけかせつっくうっ 
ゃすけさけえ こせすひゃおう ょかは しけこさけゃけあょぇのとっゅけ かうちぇ.
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16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.35 ]╇╋《¨′╇ぅ わ5
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20 . 05  ]┿〈╇ .  ′╄]╉〉』′┿ぅ 

╉╊┿]]╇╉┿...
20.45 ¨]〈[¨╁┿
21.25 ACADEMIA
22.15 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.00 ╉〈¨ ╋｠?
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ╃/《 «‶╇]を╋┿ ╋┿〈╄[╇»
0 0 . 3 0  ╃ ¨ ╉ 〉 ╋ ╄ ′ 〈 ┿ ╊ を ′ ┿ ぅ 

╉┿╋╄[┿
01.15 ╁╄』╄[′╇╈ ╆╁¨′
01.40 ACADEMIA
02.30 «╁╇[〈〉¨╆｠ ぅ╉〉〈╇╇»

7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.30, 14.15 ╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨
10.30 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
11.00, 14.00, 02.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.20, 04.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
12.25 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
13.00 «[｠╀┿╊╉┿»
13.15, 03.05 «]〈[┿′┿.RU»
13.40, 23.25, 03.45 ╁╄]〈╇.RU
15.00 ╀¨╉]
16.05 》/《 «〉╃┿[′┿ぅ ]╇╊┿»
17.55 TOP GEAR
19.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.50 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.00 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
21.25 《〉〈╀¨╊. «╃╇′┿╋¨» (╋¨-

]╉╁┿) - «┿′╅╇»
23.40 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
00.55 《〉〈╀¨╊. «╀╊ぁ╉╀╄[′» - 

«╋┿′』╄]〈╄[ ]╇〈╇»
05.00 《〉〈╀¨╊. «]‶┿[〈┿╉» - 

«]‶┿[〈┿╉-′┿╊を』╇╉»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
9.00 》/《 «╋¨╊¨╃┿ぅ ╅╄′┿»
10.55 «╆╁╄╆╃｠ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ 

]‶¨[〈┿»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ′╄ ╁╄[′〉]を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «╁]┱ ╆¨╊¨〈¨ ╋╇[┿»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╋〉╅』╇′┿ ╁ ╃¨╋╄»
22.40 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.00 》/《 «』┱[′｠╈ ¨╉╄┿′»
01.30 «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ ╉[╇-

]〈╇». ╃╄〈╄╉〈╇╁
0 3 . 1 5  》 / 《  « ╂ 〉 ] ┿ [ ] ╉ ┿ ぅ 

╀┿╊╊┿╃┿»
05.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.25 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.35 》/《 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╁¨╈-

′｠: ぁ‶╇╆¨╃ 4 - ′¨╁┿ぅ 
′┿╃╄╅╃┿»

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

【╊¨╂¨»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿′《╇]¨╈ 』╄-

》¨╁¨╈
01.00 》/《 «]╇[╇┿′┿»
03.40 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.35 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
10.55 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
14.00 》/《 «╉[╇╋╇′┿╊を′｠╈ 〈┿-

╊┿′〈», 1 ╇ 2 ]╄[╇╇
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «ぁ《《╄╉〈 ╀┿╀¨』╉╇»
23.00, 02.05 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.35 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
01.00 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

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

′｠╋╇ ‶┿╊を『┿╋╇»
04.35 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

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

′¨]〈╇»
00.00 》/《 «》¨]〈╄╊ 2»
01.50 «╋¨【╄′′╇╉╇»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
11.00 》/《 «╋〉╋╇ぅ. ╂[¨╀′╇『┿ 

╇╋‶╄[┿〈¨[┿ ╃[┿╉¨′¨╁»
13.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
22.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╀╊╇╆′╄『｠»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01 . 30  〈 /]  «╊╄╂╄′╃┿  ¨╀ 

╇]╉┿〈╄╊╄»
03.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

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

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

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

9.10 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
9.30 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
10.20, 02.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «‶[¨╉〉[┿〈〉[┿. ′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 01.55, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «〉╂╋╉» - «]‶┿[〈┿ & ╉»
20.30 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. 〈[〉╃¨╁｠╄ ¨〈′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «¨《╇『╄[｠», 1 ].
23.00, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
23.35 《〉〈╀¨╊. «〉[┿╊» - «╀┿╊〈╇╉┿»
01.25 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
03.35 «DE FACTO»

10
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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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РЕКЛАМА

На основании ст. 34 ЗК РФ и «Порядка предоставления земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», утвержденного 
решением Думы № 73 от 20.08.09 г., Комитет по управлению имуществом 
Березовского городского округа информирует о поступлении заявлений 
о предоставлении земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенных в г. Берёзовском, ул. Прохладная, 51; п. 
Лосином по ул. Шверника, 41; п. Сарапулка, пер. Короткий, 1; п. Ключевск, 
ул. Трудовая, западнее земельного участка по ул. Советской, 65.

РЕКЛАМА



21 àïðåëÿ
2011 ãîäà6 Âòîðíèê, 26 àïðåëÿ ÒÂ

‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
05.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 23.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00, 00.30 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/]
12.00 ‶[┿╆╃′╇╉ ‶¨ぁ╆╇╇, ‶¨]╁ぅ】╄′′｠╈ 125-

╊╄〈╇ぃ ]¨ ╃′ぅ [¨╅╃╄′╇ぅ ‶¨ぁ〈┿ ╂┿╀╃〉╊-
╊｠ 〈〉╉┿ぅ

14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «╇╃[╇] ╂┿╆╇╄╁ ‶[╄╃]〈┿╁╊ぅ╄〈...» (′┿ 

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

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

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

ぅ╆｠╉╄)
19.00 〈. ╋╇′′〉╊╊╇′. «╋｠ 〉》¨╃╇╋, ╁｠ ¨]〈┿╄-

〈╄]を…» 〈/《.  』┿]〈を 1-ぅ
20.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ»
22.00 «]╋╄[【». 〈/]
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
01.20  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈  
01.50 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
02.45 «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿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»
2 1 . 3 0  〈 / ]  « ╀ ┿ ╊ ╊ ┿ ╃ ┿  ¨ 

╀¨╋╀╄[╄»
22.30 》/《 «╁ ]〉╀╀¨〈〉»
01.25 》/《 «]╉┿╋╄╈╉┿ ╆┿-

‶┿]′｠》»
03.00 ′¨╁¨]〈╇
03.05 《╇╊を╋ «¨╀╁╇′╄′╇╄ 

╃¨』╄[╇»

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

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

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨╋ 〉 ╀¨╊を【¨╈ 

[╄╉╇»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ]╁╇╃╄〈╄╊╇
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, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

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

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

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╃╄╋¨′｠»  
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ╇〈┿╊を-

ぅ′╄『» 
00.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
01.00 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄-

╃╇′¨╉» 
02.00 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【» 
02.55 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
03.55 «╃¨ ]〉╃┿»

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

]┿╋╂╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.35 《¨[〈╄‶╇┿′′｠╄ ‶を╄]｠
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.00 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
20.40 ╃/《 «╆¨′┿ ╋¨╊』┿′╇ぅ»
21.25 ACADEMIA
22.15 ┿‶¨╉[╇《
23.00 〈╄, ] ╉¨〈¨[｠╋╇ ぅ...
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55  〈/]  «╊¨′╃¨′]╉╇╈ 

╂¨]‶╇〈┿╊を»
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄-
[╇′╀〉[╂»

7.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00, 15.20 ╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨
10.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
11.00, 14.00, 00.20, 02.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 «]〈[┿′┿.RU»
11.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.40, 00.00, 04.00 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
16.10 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
16.40 》/《 «╉¨′╄『 ╇╂[｠»
18.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30  ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ 

╉┿』╄]〈╁┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨╀¨[]〈╁┿
21.55 》/《 «》┿¨]»
00.35 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
01.35, 05.55 TOP GEAR
02.50, 04.15 ╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿
04.55 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
8.55 》/《 «¨╃╇′¨╉╇╋ ‶[╄-

╃¨]〈┿╁╊ぅ╄〈]ぅ ¨╀】╄-
╅╇〈╇╄»

10 .40  》 /《  «]』┿]〈を╄  ‶¨ 
[╄『╄‶〈〉»

11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]』┿]〈を╄ ‶¨ [╄『╄‶〈〉». 

‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ′╄ ╁╄[′〉]を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.00 〈/] «╁]┱ ╆¨╊¨〈¨ ╋╇[┿»
19.55 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇. 

«‶〉〈を ╉ 〉]‶╄》〉»
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╃¨』╉┿»
22.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.20 》/《 «[╄╀╄′¨╉ ╉ ′¨ぅ╀[ぃ»
02.05 》/《 «╊ぃ╃╇ ╃¨╀[｠╄»
03.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.25 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
1 6 . 0 0  》 / 《  « ╁ ╆ [ ｠ ╁  ╇ ╆ 

‶[¨【╊¨╂¨»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
21.00 》/《 «》¨╃ぅ〈 ]╊〉》╇»
23.00 ╃¨╋-2
0 0 . 3 0  ] ╄ ╉ ]  ]  ┿ ′ 《 ╇ ] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
02.55 》/《 «‶¨『╄╊〉╈ ′╄╁╄]〈〉»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 ′¨╁¨]〈╇
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠
16.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3. 〈╄′を 

‶[¨【╊¨╂¨»
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «ぁ《《╄╉〈 ╀┿╀¨』╉╇ 2»
23.00, 01.55 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.25 «]〈╄′╃»
00.00 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
00.50 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

〈╄[╇┿╊｠»
01.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
02.40 》/《 «¨╀[┿╆ ╀[ぃ]┿ ╊╇»
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 》/《 «╄]〈を ¨ 』╄╋ ‶¨╂¨-

╁¨[╇〈を»
17.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╋╄』»
22.00 «╅┿╃′¨]〈を»
0 0 . 0 0  》 / 《  « ′ ┿ ] 〈 ¨ ぅ 】 ┿ ぅ 

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

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00, 20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30, 20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
11.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╀╊╇╆′╄『｠»
13.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
21.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
22.00 》/《 «]〈¨╈! ┿ 〈¨ ╋┿╋┿ 

╀〉╃╄〈 ]〈[╄╊ぅ〈を»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01 . 30  〈 /]  «╊╄╂╄′╃┿  ¨╀ 

╇]╉┿〈╄╊╄»
03.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
05.05 ╋〉╊を〈《╇╊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 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
11.40 «〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╂〉《]╇′»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 ╃/《 «』〉╅╇╄. ′╊¨»
15.05 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05 〈/] «¨《╇『╄[｠», 1 ]╄[.
17.10 «‶¨╉〉‶┿ぅ, ╁｠╀╇[┿╈!»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.10, 00.05, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.20 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «¨《╇『╄[｠», 2 ].
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.35 «DE FACTO»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 27 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 02.20 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» 
05.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 23.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00, 00.30 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00, 01.20 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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

ぅ╆｠╉╄)
12.00  «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» 
12.30 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/]
13.30 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «╂¨[┿ ]┿′╃[┿]». ╃/《
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╆｠╉╄)
19.00 〈. ╋╇′′〉╊╊╇′. «╋｠ 〉》¨╃╇╋, ╁｠ ¨]〈┿╄-

〈╄]を…» 〈/《.  』┿]〈を 2-ぅ
20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»
22.00 «]╋╄[【». 〈/]
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
02.45 «〉╊｠╀′╇]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»
2 1 . 3 0  〈 / ]  « ╀ ┿ ╊ ╊ ┿ ╃ ┿  ¨ 

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

╉¨【╋┿[¨╁»
02.50 》/《 «╁╆╊¨╋】╇╉╇»

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

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

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨╋ 〉 ╀¨╊を【¨╈ 

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

╂┿〉╆╄′», 1 ]╄[╇ぅ
03.40 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[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 〈/] «╃╄╋¨′｠» 
22.35 》/《 «╁[╄╋ぅ ╂[╄》¨╁» 
00.30 《〉〈╀¨╊. «[╄┿╊» - «╀┿[-

]╄╊¨′┿» 
02.45 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
03.50 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»

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

]┿╋╂╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.35 ╉¨′『╄[〈｠ ╃╊ぅ ]╉[╇‶╉╇ 

] ¨[╉╄]〈[¨╋
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.45 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
21.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.00 〈╄, ] ╉¨〈¨[｠╋╇ ぅ...
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55  〈/]  «╊¨′╃¨′]╉╇╈ 

╂¨]‶╇〈┿╊を»
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»
7.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
10.30 «』╄╋‶╇¨′┿〈 ] ‶¨╋╄〈-

╉¨╈ «][¨』′¨!»
11.00, 14.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 04.20 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.50, 05.25 ╁╄]〈╇.RU
14.25 «』╄╋‶╇¨′┿〈 ] ‶¨╋╄〈-

╉¨╈ «][¨』′¨!»
15.00 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
20.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
20.20 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
20.50 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.15 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
01.10 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′-

╀〉[╂»
01.45 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
03.35 «』╄╋‶╇¨′┿〈 ] ‶¨╋╄〈-

╉¨╈ «][¨』′¨!»
04.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
9.15 》/《 «‶[¨】┿′╇╄ ]╊┿╁ぅ′╉╇»
10.55 ╃/《 «╋｠ ╁╋╄]〈╄»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]〉[¨╁｠╄ ╉╇╊¨-

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

╇╊╇ 』╇]〈¨ ¨╃╄]]╉┿ぅ 
╇]〈¨[╇ぅ»

02.35 》/《 «╋〉╅』╇′┿ ╁ ╃¨╋╄»
04.10 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
05.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.25 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «》¨╃ぅ〈 ]╊〉》╇»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
21.00 》/《 «′ぅ′を╉╇»
23.00 ╃¨╋-2
0 0 . 3 0  ] ╄ ╉ ]  ]  ┿ ′ 《 ╇ ] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
02.50 》/《 «‶[╇╁╄〈 ] ‶¨-

╀╄[╄╅をぅ»
05.10 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.25 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
10.55 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 3»
13.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 4»
14.00 》/《 «‶¨ ‶[¨╆╁╇】〉 

«╆╁╄[を»
15.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21 .00  》 /《  «]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 

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

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

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 6»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

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

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
1 4 . 0 0  》 / 《  « ′ ┿ ] 〈 ¨ ぅ 】 ┿ ぅ 

╋┿╉╉¨╈»
17.00 «‶╇[┿╋╇╃｠ - ┿′〈╄′′｠ 

╁]╄╊╄′′¨╈»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╋╄』»
22.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»
00.00 》/《 «【╄]〈¨╈ ╃╄′を»
02.20 «╁ 』┿] ‶╇╉»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00, 20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30, 20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
11.00 》/《 «]〈¨╈! ┿ 〈¨ ╋┿╋┿ 

╀〉╃╄〈 ]〈[╄╊ぅ〈を»
12.40, 23.40 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. ′¨╁｠╄ 

]╄[╇╇»
21.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
22.00 》/《 «┿《╄[╇]〈｠. ╃╇╉ 

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

╁╆[｠╁┿»
01.30 〈/] «╊╄╂╄′╃┿ ¨╀ ╇]-

╉┿〈╄╊╄»
03.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

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

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 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05 〈/] «¨《╇『╄[｠», 2 ]╄[.
17.10 «]╄╉[╄〈｠ ]〈[¨╈′¨]〈╇»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
18.10, 00.05, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.20 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «¨《╇『╄[｠», 3 ].
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.35 «DE FACTO»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
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〈¨[╂¨╁╊ぅ

┥┩┴┩┫┲┦┻┤┱┩ «┵┰┩┶┤╂┶» ┨┩┼┖┦┿┩ ┳┴┲┨┷┮┶┿
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╁ ╋╇′〉╁【〉ぃ しせぉぉけすせ くぇ 
〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう こさけてかぇ 

こさけょけゃけかぬしすゃっくくぇは はさきぇさおぇ.
『っくに, おぇお う けぉっとぇかう けさゅぇくういぇ-

すけさに, ぉにかう けこすけゃにっ. ′ぇこさうきっさ, 
ょっしはすけお はうち しすけうか けす 32 させぉ., しぇ-
たぇさ – 34-36 させぉ. ゃ いぇゃうしうきけしすう けす 
おけかうつっしすゃぇ, きせおぇ – 14 させぉ., こけょ-
しけかくっつくけっ きぇしかけ «¨かっえくぇ» – 59 
させぉ., すせてひくおぇ – 51 させぉ. ′っせょうゃう-
すっかぬくけ, つすけ きくけゅうっ ぉっさっいけゃつぇくっ 
こさうてかう くぇ はさきぇさおせ し すっかっあおぇきう.

]ぇきぇは ょかうくくぇは けつっさっょぬ ゃに-
しすさけうかぇしぬ いぇ はえちぇきう, «たゃけしす» 
つせすぬ こけきっくぬてっ – いぇ きせおけえ う しぇ-
たぇさけき. ]おけさけ ‶ぇしたぇ – たけいはのておう 
ゅけすけゃはすしは お ゃっかうおけきせ たさうしすうぇく-
しおけきせ こさぇいょくうおせ. 

– ′っ かっくぬ ゃぇき しすけはすぬ? – うくすっさっ-
しせのしぬ せ けょくけえ うい こけおせこぇすっかぬくうち.

– ╉けゅょぇ っとひ おせこうてぬ けすぉけさくけっ 
はえちけ いぇ 33 させぉかは. ′ぇょけ こけかぬいけ-
ゃぇすぬしは きけきっくすけき, – ゅけゃけさうす ╂ぇかう-
くぇ ╇ゃぇくけゃくぇ. 

′っしきけすさは くぇ たけかけょくせの こけゅけょせ, 
こさけくういにゃぇのとうえ ゃっすっさ, ぇすきけしそっさぇ 
くぇ こかけとぇょう ちぇさうかぇ こさぇいょくうつくぇは: 
いゃせつぇかぇ きせいにおぇ, こさけょぇゃちに うい «[せし-
しおけゅけ たかっぉぇ», くぇさはあっくくにっ, おぇお おせこ-
つうたう, こさうゅかぇてぇかう こけおせこぇすっかっえ けすけ-
ゅさっすぬしは ゅけさはつうき つぇっき しけ しゃっあうきう 
こうさけあおぇきう, ゃぇすさせておぇきう う こっつっくぬっき.

╂っくくぇょうえ ]っかぬきっくしおうた うい ′け-
ゃけぉっさひいけゃしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ くぇ 
ゃけこさけし, いぇつっき けく こさうてひか くぇ はさ-
きぇさおせ けすゃっつぇっす: 

– ぅ いょっしぬ ゃこっさゃにっ. ′ぇ さぇい-
ゃっょおせ, きけあくけ しおぇいぇすぬ, し ょさせゅけき 
こさうったぇか. ]きけすさの, ちっくに たけさけ-
てうっ.  ╉せこうか さうしけゃけえ う こっさかけゃけえ 
おさせこに ょかは しけぉぇおう. ╆ょっしぬ けくう ょっ-
てっゃかっ, くけ ゅっさおせかっし – ょけさけあっ: ゃ 
きぇゅぇいうくっ けゃしはくおぇ 19.80, いょっしぬ 
– 20 させぉかっえ. ]っえつぇし ちっくに くぇ 
ゃしひ くぇぉぇゃかはのす, こけねすけきせ くっしおけ-
さけこけさすはとうっしは こさけょせおすに かせつてっ 
けこすけき こけおせこぇすぬ. 〈ぇおうっ はさきぇさおう 
つぇとっ くぇょけ こさけゃけょうすぬ, けくう くせあ-
くに, – こけょつひさおうゃぇっす ╂っくくぇょうえ 
╁ぇしうかぬっゃうつ.

]すけしおけゃぇかうしぬ, ゃうょうきけ, ぉっさっ-
いけゃつぇくっ こけ はさきぇさおっ: っょゃぇ くぇ 〈っ-
ぇすさぇかぬくけえ こけはゃうかうしぬ ゅさせいけゃうおう 
し こさうこぇしぇきう, すせす あっ ゃにしすさけうかうしぬ 
けつっさっょう.

– ぅ お ょっゃはすう こさうったぇか, ぇ かのょう 
せあっ くぇ こかけとぇょう あょぇかう. 〈けかぬおけ 
おせいけゃ けすおさにか – いぇ こぇさせ つぇしけゃ さぇ-
いけぉさぇかう こはすぬ すけくく しぇたぇさぇ, – せょうゃ-
かはっすしは ねおしこっょうすけさ ┿くょさっえ. 

〈ぇおうきう すっきこぇきう お こけかせょくの 
くぇ こさうかぇゃおぇた こけつすう くうつっゅけ くっ 
けしすぇかけしぬ. ¨こけいょぇゃてうっ ぉにかう くっ-
ょけゃけかぬくに ょっそうちうすけき くっおけすけさにた 

こさけょせおすけゃ. ′ぇこさうきっさ, はえちけ さぇいけ-
ぉさぇかう ょけ ょゃっくぇょちぇすう つぇしけゃ, っとひ 
さぇくぬてっ し こさうかぇゃおぇ «せてかけ» しゅせ-
とひくくけっ きけかけおけ, ぇ しぇきにえ ょっそう-
ちうすくにえ すけゃぇさ – ゅさっつおせ – う ゃけゃしっ 
くっ こさうゃっいかう. 

〈ぇすぬはくぇ ╉ぇいぇくちっゃぇ, ゃっょせとうえ 
しこっちうぇかうしす けすょっかぇ こけすさっぉう-
すっかぬしおけゅけ さにくおぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ すぇお こさけおけききっくすうさけゃぇ-
かぇ きっさけこさうはすうっ:

– ‶さうったぇかう こさぇおすうつっしおう ゃしっ 
こさっょこさうくうきぇすっかう, おけすけさにっ こけょぇ-
かう いぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ ゃ はさきぇさおっ. 
′っ ぉにかけ すけかぬおけ きけかけつくけえ こさけ-
ょせおちうう. ′っょぇゃくけ こさっょこさうはすうっ 
«【うかけゃしおけっ» けすおさにかけ しゃけえ そうさ-
きっくくにえ おうけしお くぇ ╀っさひいけゃしおけき 
さにくおっ, ゅょっ こさけょぇのす «そかはあくけっ» 
きけかけおけ, – くぇゃっさくけっ, けくう こけしつう-
すぇかう くっちっかっしけけぉさぇいくにき ゃにしすぇゃ-
かはすぬ しゃけの こさけょせおちうの う くぇ 〈けさ-
ゅけゃけえ こかけとぇょう. ╂さっつくっゃけえ おさせこに 
くっ ぉにかけ, こけしおけかぬおせ けくぇ しっえつぇし, 
ょっえしすゃうすっかぬくけ, ゃ ょっそうちうすっ. ′け 
すけゃぇさけゃ ぉにかけ きくけゅけ. ]かっょせの-
とぇは はさきぇさおぇ しけしすけうすしは 14 きぇは. 
╃せきぇの, つすけ っしかう おけきせ つすけ-すけ くっ 
ょけしすぇかけしぬ ゃ ねすけす さぇい, っしすぬ ゃけい-
きけあくけしすぬ こけこけかくうすぬ しゃけう いぇこぇしに 
ゃ しかっょせのとっき きっしはちっ. 

‶¨╊╄╆′¨ ╆′┿〈を

╉┿╉ ╁╄[′〉〈を ╀[┿╉¨╁┿′′｠╈ 
〈╄╊╄《¨′ ╁ ╋┿╂┿╆╇′?

‶け しかけゃぇき しこっちうぇかうしすぇ こけ いぇ-
とうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ ′ぇすぇ-
かぬう ╂さぇょけぉけっゃけえ, 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 ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ つぇしすけ いぇ のさうょうつっしおけえ 
こけきけとぬの けぉさぇとぇのすしは こけすさっ-
ぉうすっかう, おけすけさにき こさけょぇかう くっ-
おぇつっしすゃっくくにっ すっかっそけくに. ╁けす 
«ぇかゅけさうすき» ょっえしすゃうえ こけしすさぇ-
ょぇゃてうた こけおせこぇすっかっえ: 

1. ‶けすさっぉうすっかぬ うきっっす こさぇゃけ 
ゃっさくせすぬ くっおぇつっしすゃっくくにえ すっかっそけく 
こさけょぇゃちせ う こけすさっぉけゃぇすぬ ゃけいゃさぇすぇ 
ょっくっゅ ゃ すっつっくうっ けょくけゅけ ゅけょぇ し きけ-
きっくすぇ こけおせこおう.

2. ╁ すっつっくうっ ゃしっゅけ しさけおぇ ゅぇさぇく-
すうう こさけょぇゃっち けぉはいぇく ょけおぇいにゃぇすぬ, 
つすけ すさっぉけゃぇくうは こけすさっぉうすっかは くっ-
こさぇゃけきっさくに (す.っ. つすけ くっょけしすぇすおけゃ 
くっす うかう いぇ くうた くっしひす けすゃっすしすゃっく-
くけしすぬ こけすさっぉうすっかぬ). ╄しかう ゅぇさぇくすうう 
くっす うかう けくぇ おけくつうかぇしぬ, こけすさっぉう-
すっかぬ けぉはいぇく しぇき ょけおぇいにゃぇすぬ, つすけ 
すっかっそけく うきっっす ょっそっおすに.

3. ╄しかう こさけょぇゃっち こさけゃひか くっいぇゃう-
しうきせの ねおしこっさすういせ う ゃ しけけすゃっすしすゃうう 
し っひ いぇおかのつっくうっき すけゃぇさ こさうてひか ゃ 
くっゅけょくけしすぬ こけ ゃうくっ こけすさっぉうすっかは, 
こけすさっぉうすっかぬ ゃこさぇゃっ けしこぇさうゃぇすぬ 
すぇおけっ いぇおかのつっくうっ. 

4. ]さけお くぇ ゃけいゃさぇす ょっくっゅ ょっしはすぬ 
ょくっえ.

5. ‶けかせつうゃ すさっぉけゃぇくうっ け ゃけい-
ゃさぇすっ ょっくっゅ いぇ くっおぇつっしすゃっくくにえ 
すっかっそけく, くっおけすけさにっ こさけょぇゃちに いぇ-

はゃかはのす, つすけ すっかっそけく すったくうつっしおう 
しかけあくにえ すけゃぇさ う こけょかっあうす ゃけいゃさぇ-
すせ すけかぬおけ こさう くぇかうつうう しせとっしすゃっく-
くけゅけ くっょけしすぇすおぇ (ゃ こけょすゃっさあょっくうっ 
ねすけゅけ ょぇあっ こけおぇいにゃぇのす こっさっつっくぬ お 
しす. 25 いぇおけくぇ «¨ いぇとうすっ こさぇゃ こけ-
すさっぉうすっかっえ»). ̈ しすけさけあくけ! ╁ぇし ゃゃけ-
ょはす ゃ いぇぉかせあょっくうっ.

6. ] こさけょぇゃちけき しかっょせっす けぉとぇすぬ-
しは こうしぬきっくくけ, す.っ. こけょぇゃぇすぬ こさっ-
すっくいうの し けすきっすおけえ け ゃさせつっくうう. 
ぁすけ くせあくけ ょかは すけゅけ, つすけぉに せ ゃぇし 
ゃしっゅょぇ ぉにかけ こけょすゃっさあょっくうっ, つすけ 
けこさっょっかひくくけゅけ つうしかぇ ゃに こさっょな-
はゃかはかう こさけょぇゃちせ けこさっょっかひくくにっ 
すさっぉけゃぇくうは.

]╊╄╃〉╈〈╄ 
╃┿′′¨╈ ╇′]〈[〉╉『╇╇:
1. ╇ょひき ゃ きぇゅぇいうく (しくぇつぇかぇ こさけ-

しすけ せいくぇすぬ, くっ ゃっさくせす かう ょっくぬゅう 
しさぇいせ いぇ ぉさぇおけゃぇくくにえ すけゃぇさ).

2. ╄しかう くっ ゃっさくせかう, こけょ さけしこうしぬ 
ゃさせつぇっき こさっすっくいうの. 

3. ╄しかう けこはすぬ ょっくぬゅう くっ ゃっさくせ-
かう, こさけゃけょうき くっいぇゃうしうきせの ねおし-
こっさすういせ. 

4. ╁させつぇっき こけゃすけさくせの こさっすっく-
いうの う ぇおす ねおしこっさすういに (ゃ こさっすっくいうの 
くっ いぇぉにゃぇっき ゃおかのつうすぬ すさっぉけゃぇくうっ 
け おけきこっくしぇちうう さぇしたけょけゃ くぇ ねおしこっさ-
すういせ).

5. ‶さけょぇゃっち けすおぇいにゃぇっすしは ゃっさ-
くせすぬ ょっくぬゅう – ゃさっきは うょすう  ゃ しせょ!

‶け きぇすっさうぇかぇき けぉとっしすゃぇ 
«]ぇきけいぇとうすぇ こけすさっぉうすっかは»

【〉〈╇〈を ╇╆╁¨╊╇〈╄
╋せあうお いぇたけょうす ゃ ぇこすっおせ う 

ゅけゃけさうす:
– ╃ぇえすっ きくっ かっおぇさしすゃけ.

– ╉ぇおけっ?
– ╉ぇおけっ-くうぉせょぬ くぇ ゃぇて ゃおせし.

]ぇきにっ ょってひゃにっ こせすひゃおう くぇ 
のゅ! ╁こっさゃにっ ゃ ╉さにき – ゃ すけ-
ゃぇさくにた ゃぇゅけくぇた! ╁に こかぇすうすっ 

すけかぬおけ いぇ おうこはすけお!!!
╉けききせくういき. [ぇくくっっ せすさけ. ′ぇ 

ょゃっさう こさけょせおすけゃけゅけ きぇゅぇいうくぇ 
けぉなはゃかっくうっ: «]っゅけょくは ゃ しかう-

ゃけつくけき きぇしかっ こけすさっぉくけしすう くっす!»

╉┿╉ ╅╇╁┱【を, ‶¨]┱╊¨╉?

╇╃╇〈╄… ╁ ╀┿′ぃ
╁ ╋¨′╄〈′¨╋ けすおさにかぇしぬ ぉぇくは, おけすけさぇは くっ さぇぉけすぇかぇ ぉけかぬてっ 

ょゃせた かっす.
╃かは きっしすくにた あうすっかっえ ねすけ ぇお-

すせぇかぬくにえ ゃけこさけし, すぇお おぇお けぉとっ-
しすゃっくくけ いくぇつうきけっ せつさっあょっくうっ 
さぇしこけかぇゅぇっすしは ゃ ちっくすさっ こけしひかおぇ, 
ゅょっ ゃけいゃにてぇのすしは きくけゅけねすぇあおう. 
] こっさゃけゅけ きぇは いぇおけくつうすしは けすけ-
こうすっかぬくにえ しっいけく, ぇ ゃきっしすっ し くうき 
くっ ぉせょっす う ゅけさはつっえ ゃけょに, すぇお つすけ 
けすおさにすうっ けぉとっしすゃっくくけえ おせこぇかぬくう 
こさうてかけしぬ おぇお くっかぬいは おしすぇすう.

╆ぇ しゃけの こけかせゃっおけゃせの うしすけさうの 
いょぇくうっ こけしっかおけゃけえ ぉぇくう しうかぬくけ 
けぉゃっすてぇかけ, う っゅけ いぇおさにかう. «‶ぇさ-
くぇは» ょけかゅけっ ゃさっきは けしすぇゃぇかぇしぬ くぇ 
ぉぇかぇくしっ きせくうちうこぇかうすっすぇ, こけおぇ っひ 
くっ ゃにおせこうか けょうく こさっょこさうくうきぇ-
すっかぬ. ╁ こさけてかけき ゅけょせ ゃ ぉぇくくけき 
けすょっかっくうう くぇつぇかしは さっきけくす, う くぇ 
ょくはた っゅけ ゃ ぉけかぬてっえ つぇ-
しすう いぇゃっさてうかう: さぇぉけすぇっす 
けぉとっっ こけきにゃけつくけっ けすょっ-
かっくうっ, さぇししつうすぇくくけっ くぇ 15 
つっかけゃっお, う こぇさうかおぇ.

〈っ, おすけ ゃ くっえ せあっ こけぉに-
ゃぇかう, ゅけゃけさはす, つすけ くぇ ぉぇくぬ-
おせ かのぉけ-きうかけ こけしきけすさっすぬ: 
こかぇしすうおけゃにっ けおくぇ, きさぇきけさ-
くにっ しうょっくうは – ゃしひ けつっくぬ 
おさぇしうゃけ. ′け かけあおぇ ょひゅすは 
ゃしひ-すぇおう くぇてかぇしぬ: こっくしう-

けくっさに あぇかせのすしは, つすけ けすょっかっくうっ 
こけおぇ こかけたけ こさけゅさっゃぇっすしは. ]けぉ-
しすゃっくくうお ぉぇくう ╂っくくぇょうえ ¨しうこちけゃ, 
せしかにてぇゃ こさっすっくいうう, せょうゃうかしは:

– ′っ きけあっす ぉにすぬ. ╁ さぇいょっゃぇか-
おっ すっきこっさぇすせさぇ 23-25 ゅさぇょせしけゃ, 
ゃ いぇかっ けぉとっえ こけきにゃおう くうおぇお くっ 
きっくぬてっ 25! ╁ こぇさうかおっ すっさきけ-
きっすさ 100 ゅさぇょせしけゃ こけおぇいにゃぇっす, – 
せぉっあょぇっす ╂っくくぇょうえ ′うおけかぇっゃうつ. 
– ′ぇてぇ ぉぇくは しせたぇは, ゃけいきけあくけ, 
あうすっかう っとひ お くっえ こさけしすけ-くぇこさけ-
しすけ くっ こさうゃにおかう. ]っえつぇし っひ すけこはす 
いぇ しつひす ねかっおすさうつっしすゃぇ, くけ おけゅょぇ 
こけかせつうき ゃしっ しけゅかぇしけゃぇくうは せ ゅぇいけ-
ゃうおけゃ, こっさっえょひき くぇ ゅぇいけゃけっ けすけ-
こかっくうっ – けすおさけっき しぇせくに. ¨ょくうき 
しかけゃけき, さぇぉけすに っとひ きくけゅけ.

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

‶[¨‶┿╁【╇╄ ╂┿╆╄〈｠
╋くけゅけ かっす は ゃにこうしにゃぇの ゅぇいっすに. ╁ しけゃおけゃけっ ゃさっきは こけ 18 くぇうきっくけゃぇ-

くうえ こけつすぇかぬけく ょけしすぇゃかはかぇ, しっえつぇし つうすぇの «¨ぉかぇしすくせの ゅぇいっすせ», «〉さぇかぬ-
しおうえ さぇぉけつうえ», «╁っつっさくうえ ╄おぇすっさうくぉせさゅ», «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ», 
«‶っくしうけくっさ» う «╆けかけすせの ゅけさおせ». ¨ょくう ゃにたけょはす こけ くっしおけかぬおけ くけきっさけゃ 
ゃ くっょっかの, ょさせゅうっ – すけかぬおけ さぇい (っあっくっょっかぬくうおう). ′け ゃけゃさっきは きくっ うた 
くうおけゅょぇ くっ ょけしすぇゃかはのす: こさうくけしはす, おけゅょぇ こけつすぇかぬけくぇき せょけぉくけ, ゃしひ こけょ-
さはょ, けょくけえ ぉけかぬてけえ こぇつおけえ, くっおけすけさにた くけきっさけゃ くっ たゃぇすぇっす. ┿ おけきせ うく-
すっさっしくけ しすぇさにっ くけゃけしすう つうすぇすぬ! ]すけかぬおけ ういょぇくうえ ゃにこうしにゃぇの, ぇ こけさけえ 
けしすぇのしぬ ぉっい こさけゅさぇききに. ′ぇ こけつすっ ゅけゃけさはす: «′っ ゃにこうしにゃぇえすっ». ╉けくっつ-
くけ, っしかう ぉに くっ ぉけかぬくにっ くけゅう, は かせつてっ ぉに こけおせこぇかぇ おけささっしこけくょっくちうの. 
′け は – うくゃぇかうょ, うい ょけきぇ くっ ゃにたけあせ. ┿ あうすぬ ゃ くっゃっょっくうう, くっ つうすぇは, つすけ 
こさけうしたけょうす ゃ ゅけさけょっ, しすさぇくっ – ねすけ くっ こけ きくっ. ‶けつっきせ こけつすけゃけっ けすょっかっ-
くうっ すぇお ぉっいけぉさぇいくけ さぇぉけすぇっす? ′っせあっかう くうつっゅけ ょさせゅけゅけ くっ けしすぇひすしは, おぇお 
けすおぇいぇすぬしは けす こけょこうしおう ゃけけぉとっ? 

〈.╋. ‶ぇさそうさぬっゃぇ, あうすっかぬくうちぇ せか. ╉させこしおけえ
╋に こけいゃけくうかう ゃ こけつすけゃけっ けすょっ-

かっくうっ くぇ せかうちっ ╋ぇきうくぇ-]うぉうさは-
おぇ. ╆ぇゃっょせのとぇは けすょっかっくうっき ¨かぬ-
ゅぇ ぅうちおぇは けすゃっすうかぇ, つすけ ゃ ょぇくくにえ 
きけきっくす さぇぉけすぇっす けょうく こけつすぇかぬけく 
くぇ つっすにさっ せつぇしすおぇ.  ′け 〈ぇきぇさぇ 
‶ぇさそうさぬっゃぇ – «けしけぉにえ» おかうっくす 
う っひ けぉしかせあうゃぇっす けすょっかぬくにえ つっ-
かけゃっお, おけすけさけゅけ こさうくはかう くっょっかの 
くぇいぇょ. ╃け ねすけゅけ いぇゃっょせのとぇは しぇきぇ 
ょけしすぇゃかはかぇ っえ ゅぇいっすに: 

– 〈ぇきぇさぇ ╋うたぇえかけゃくぇ けぉいゃけ-
くうかぇ ゃしっ うくしすぇくちうう う ]╋╇. ¨くぇ 
あぇかせっすしは, つすけ きに くっ ょけおかぇょにゃぇっき 
っえ くけきっさぇ, くけ おぇお きに きけあっき っひ 
けぉょっかうすぬ? ╂ぇいっす こさうたけょうす けこさっ-
ょっかひくくけっ おけかうつっしすゃけ, きに ゃしっき 
こけょこうしつうおぇき おかぇょひき, ぇ っえ くっす? 
╋ぇかけ すけゅけ, せ くっひ けおけかけ ょけきぇ しけ-
ぉぇおぇ かっあぇかぇ ょゃっ くっょっかう, くうおけゅけ 

くっ こけょこせしおぇかぇ, は っえ けしすぇゃうかぇ いぇ-
こうしおせ: «╄しかう くっ せぉっさひすっ しけぉぇおせ, 
は お ゃぇき たけょうすぬ くっ ぉせょせ». ]けぉぇおう 
くっ しすぇかけ. ]っえつぇし こけつすぇかぬけく っえ 
こさうくけしうす ゅぇいっすに おぇあょにえ ゃすけさくうお, 
つっすゃっさゅ う しせぉぉけすせ, – こさけおけききっく-
すうさけゃぇかぇ ¨かぬゅぇ ╇かぬうくうつくぇ.  

P.S. ‶っさっょ ゃにこせしおけき ねすけゅけ くけ-
きっさぇ きに っとひ さぇい しけいゃけくうかうしぬ し 
くぇてっえ つうすぇすっかぬくうちっえ. ′っしきけすさは 
くぇ ゃきってぇすっかぬしすゃけ さっょぇおちうう, 〈ぇ-
きぇさぇ ╋うたぇえかけゃくぇ しおぇいぇかぇ, つすけ 
しうすせぇちうは くっ ういきっくうかぇしぬ: こさっししせ 
いぇ しせぉぉけすせ こさうくっしかう  すけかぬおけ ゃ 
こけくっょっかぬくうお せすさけき, う ゃ こぇつおっ くっ 
たゃぇすぇかけ くっしおけかぬおうた くけきっさけゃ «¨ぉ-
かぇしすくけえ ゅぇいっすに». ‶っくしうけくっさおぇ 
くぇきっさっくぇ ぉけかぬてっ くっ けそけさきかはすぬ 
こけょこうしおせ, すぇお おぇお こけしすけはくくぇは くっ-
さゃけすさひこおぇ ゃにたけょうす しっぉっ ょけさけあっ.

╉┿』╄]〈╁¨ ╅╇╆′╇

┱┤┫┦┤┱┿ ┹┷┨┼┬┩ ┮┲┰┳┤┱┬┬

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

¨╀】╄]〈╁¨ いぇとうすに こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ しけゃきっしすくけ し ょゃうあっ-
くうっき ‶けすさっぉうすっかう.させ せつさっょうかう くけゃせの こさっきうの – ┿′〈╇-

╀[╄′╃ ╂¨╃┿.
╁ さっいせかぬすぇすっ ぉにかけ けすけぉさぇくけ ょっしはすぬ 

おけきこぇくうえ, おけすけさにっ きぇおしうきぇかぬくけ «けす-
かうつうかうしぬ» くぇ こけすさっぉうすっかぬしおけき さにく-
おっ [けししうう ゃ 2010 ゅけょせ. ぁすけ ういゃっしすくにっ 
ぉさっくょに, ゃっょせとうっ ぇおすうゃくせの さっおかぇき-
くせの おぇきこぇくうの, くけ うきっくくけ けくう ぉにかう 
くっゅぇすうゃくけ けすきっつっくに ぉけかぬてうき つうし-
かけき こけすさっぉうすっかっえ う ぇししけちううさけゃぇかうしぬ 
せ くうた し くういおうき おぇつっしすゃけき すけゃぇさけゃ う 
けおぇいにゃぇっきにた せしかせゅ, けぉきぇくけき, ゅさせぉにき 
けすくけてっくうっき う くっこさけそっししうけくぇかういきけき 
ゃ しゃけっえ しそっさっ ょっはすっかぬくけしすう.

〈ぇお, «こけぉっょせ» ゃ くけきうくぇちうう «]っすぬ 
こさけょせおすけゃにた きぇゅぇいうくけゃ» こけかせつうかぇ 
おけきこぇくうは X5 Retail Group. ╋ぇゅぇいうくに 
っひ しっすう («‶はすひさけつおぇ», «‶っさっおさひ-
しすけお», «╉ぇさせしっかぬ», «╉けこっえおぇ») 
しかぇゃはすしは しさっょう こけおせこぇすっかっえ おぇお 
こさけょぇゃちに こさけしさけつっくくけえ こさけょせおちうう, 
おけすけさにっ けょくう うい こっさゃにた けしゃけうかう 

すったくけかけゅうの ぉっいけすたけょくにた こさけょぇあ: 
っあっょくっゃくぇは こっさっそぇしけゃおぇ くぇさっいけお, 
こけかせそぇぉさうおぇすけゃ, しぇかぇすけゃ, おけくょうすっさ-
しおうた ういょっかうえ. ╁ うすけゅっ こけすさっぉうすっかの 
けしすぇひすしは すけかぬおけ ょけゅぇょにゃぇすぬしは け ょっえ-
しすゃうすっかぬくけえ ょぇすっ こさけういゃけょしすゃぇ う 
しさけおっ ゅけょくけしすう こさけょせおすけゃ. 

╁ くけきうくぇちうう «┿ゃうぇおけきこぇくうう» こっさ-
ゃけっ きっしすけ いぇしかせあっくくけ けすょぇくけ «┿ねさけ-
そかけすせ», けしけぉけ けすかうつうゃてっきせしは ゃ 
おけくちっ 2010 ゅけょぇ. 〈けゅょぇ, うい-いぇ ねおけくけ-
きうう くぇ いぇおせこおっ ぇくすうけぉかっょうくうすっかぬくにた 
さっぇゅっくすけゃ, きくけゅうっ あうすっかう けぉかぇしすう 
こさけゃっかう さけあょっしすゃっくしおうっ う くけゃけゅけょ-
くうっ おぇくうおせかに ゃ ぇねさけこけさすぇた ╋けしおゃに. 

«╁けかてっぉくにっ» こにかっしけしに «Kirby» 

こけかせつうかう こさっきうの ゃ くけきうくぇちうう «╀に-
すけゃぇは すったくうおぇ» いぇ せくうおぇかぬくせの すったくけ-
かけゅうの «ゃすのたうゃぇくうは» ねすうた つせょけ-ぇゅさっ-
ゅぇすけゃ けしけぉけ ょけゃっさつうゃにき こけおせこぇすっかはき. 

╉ぇつっしすゃけ すけゃぇさけゃ, こさけょぇのとうたしは ゃ 
しっすう きぇゅぇいうくけゃ «ぁかぬょけさぇょけ», けしすぇゃ-
かはっす あっかぇすぬ かせつてっゅけ, こけねすけきせ おけきこぇ-
くうは – いぇしかせあっくくにえ かうょっさ ゃ くけきうくぇ-
ちうう «〈けさゅけゃにっ しっすう う しせこっさきぇさおっすに». 
╁ くけきうくぇちうう «‶かぇすひあくにっ すっさきうくぇ-
かに» ぉけかぬてっ ゃしった あぇかけぉ こけかせつっくけ くぇ 
しうしすっきせ «Qiwi», せ おけすけさけえ こかぇすっあう 
おかうっくすけゃ うくけゅょぇ さぇしすゃけさはのすしは ゃ くっ-
ういゃっしすくけき くぇこさぇゃかっくうう. 

′っ こけしかっょくっっ きっしすけ ゃ こぇさぇょっ ぇくすう-
ょけしすうあっくうえ いぇくうきぇっす «‶けつすぇ [けし-
しうう». ¨くぇ せょけしすけうかぇしぬ くけきうくぇちうう 
«〉しかせゅう しゃはいう». ╇きっくくけ ねすけえ おけくすけさっ 
くっ ぉにかけ さぇゃくにた こけ おけかうつっしすゃせ くっ-
ゅぇすうゃくにた けすいにゃけゃ け っひ «ょっはすっかぬくけ-
しすう», しけけぉとぇっす しぇえす ozpp.ru. ╉しすぇすう, 
いょっしぬ くっかぬいは くっ ゃしこけきくうすぬ う け きくけゅけ-
つうしかっくくにた しかせつぇはた いぇょっさあっお ょけしすぇゃ-
おう くぇてっえ ゅぇいっすに こけょこうしつうおぇき ╀[.
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ÍÅÆÍÀß ÁÀÁÀ
╇くゅさっょうっくすに: 
• 100 ゅ しぇたぇさくけえ こせょさに
• ゃぇくうかぬくにえ しぇたぇさ
╃かは すっしすぇ
• 100 ゅ きせおう
• 6 はうち
• 3 あっかすおぇ
• 100 ゅ きぇしかぇ
• ちっょさぇ こけかけゃうくに かうきけくぇ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]くぇつぇかぇ ゃいぉっえすっ はえちぇ う あっかすおう し 

しぇたぇさけき ょけ いぇゅせしすっくうは くぇ ゅけさはつっえ 
ゃけょはくけえ ぉぇくっ. ╆ぇすっき こさけょけかあぇえすっ 
ゃいぉうゃぇくうっ きぇししに, しくはゃ こけしせょせ し ゃけ-
ょはくけえ ぉぇくう, ょけ こけかくけゅけ けたかぇあょっくうは. 
‶けしかっ ょけぉぇゃぬすっ きせおせ, ういきっかぬつひくくせの 
ちっょさせ かうきけくぇ, ゃぇくうかぬくにえ しぇたぇさ う さぇしすけこかっくくけっ きぇしかけ. ╀にしすさけ いぇきっしうすっ かひゅおけっ ゃけい-
ょせてくけっ すっしすけ, ゃにかっえすっ ゃ そけさきせ, いぇこけかくはは っひ かうてぬ ょけ こけかけゃうくに. 《けさきせ こさっょゃぇさう-
すっかぬくけ けぉうかぬくけ しきぇあぬすっ さぇいきはゅつひくくにき しかうゃけつくにき きぇしかけき, けぉしにこぬすっ きせおけえ うかう こぇ-
くうさけゃけつくにきう しせたぇさはきう. ¨しすけさけあくけ こけしすぇゃぬすっ そけさきせ ゃ くぇゅさっすせの ょけ すっきこっさぇすせさに 180 
ゅさぇょせしけゃ ょせたけゃおせ. ╁にこっおぇえすっ ょけ ゅけすけゃくけしすう. ¨たかぇあょひくくせの ぉぇぉせ けしすけさけあくけ ゃにくぬすっ うい 
そけさきに, こけしにこぬすっ しぇたぇさくけえ こせょさけえ し ゃぇくうかうくけき.

ÌÈÍÄÀËÜÍÛÉ ÊÓËÈ×
╇くゅさっょうっくすに: 

• 1 おゅ きせおう
• 0,5 か きけかけおぇ
• 50-70 ゅ しゃっあうた ょさけああっえ
• 5 はうち
• 200 ゅ しぇたぇさぇ
• 300 ゅ しかうゃけつくけゅけ きぇしかぇ
• 200 ゅ けつうとっくくけゅけ きうくょぇかは
• 1 かうきけく
• 150 ゅ ういのきぇ
• しけかぬ 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: 
╁しおうこはすうすっ きけかけおけ, けたかぇょうすっ ょけ すっき-

こっさぇすせさに こぇさくけゅけ. ╁ くっぉけかぬてけえ つぇしすう きけかけおぇ さぇいゃっしすう ょさけああう, ょけぉぇゃうゃ けょくせ しすけかけ-
ゃせの かけあおせ しぇたぇさぇ. ╁ きけかけおけ ゃしにこぬすっ きせおせ, ょけぉぇゃぬすっ ゃしこっくうゃてうっしは ょさけああう, すとぇすっかぬくけ 
こっさっきってぇえすっ う, こさうおさにゃ こけかけすっくちっき, こけしすぇゃぬすっ ゃ すひこかけっ きっしすけ ょかは ぉさけあっくうは. ╉けゅょぇ 
すっしすけ こけょくうきっすしは, こさうぉぇゃぬすっ こはすぬ ゃいぉうすにた し けしすぇゃてうきしは しぇたぇさけき あっかすおけゃ, さぇしすけこかっく-
くけっ すひこかけっ きぇしかけ, くぇすひさすせの ちっょさせ かうきけくぇ, つぇしすぬ けつうとっくくにた う ういきっかぬつひくくにた はょっさ 
きうくょぇかは, ういのき, しけかぬ. ╁ゃっょうすっ ゃいぉうすにっ ゃ しすけえおせの こっくせ ぉっかおう, すとぇすっかぬくけ ゃにきっしうすっ すっ-
しすけ, こっさっきってうゃぇは しゃっさたせ ゃくうい. ‶けかけあうすっ すっしすけ ゃ けぉうかぬくけ しきぇいぇくくせの きはゅおうき きぇしかけき, 
こけょこにかひくくせの きせおけえ そけさきせ, ょぇえすっ こけょけえすう, しきぇあぬすっ こけゃっさたくけしすぬ おせかうつぇ あっかすおけき, こけ-
しにこぬすっ はょさぇきう きうくょぇかは. ╁にこっおぇえすっ こさう すっきこっさぇすせさっ 180 ゅさぇょせしけゃ ょけ ゅけすけゃくけしすう.

ÏÀÑÕÀ ÖÀÐÑÊÀß
╇くゅさっょうっくすに: 
• 1 おゅ すゃけさけゅぇ
• 5-6 あっかすおけゃ
• 450 ゅ しかうゃけつくけゅけ きぇしかぇ
• 500 ゅ しぇたぇさぇ
• 300 ゅ 30%-くにた しかうゃけお
• こけ 100 ゅ ういのきぇ, きうくょぇかは, 

ちせおぇすけゃ
• おぇさょぇきけく うかう ゃぇくうかうく

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]かうゃけつくけっ きぇしかけ さぇいけすさうすっ し しぇたぇさけき 

ょけぉっかぇ, ょけぉぇゃかはは こけ けょくけきせ あっかすおう. 
╋ぇししせ さぇしすうさぇえすっ ょけ こけかくけゅけ さぇしすゃけ-
さっくうは おさうしすぇかかけゃ しぇたぇさぇ, ぇさけきぇすういう-
させえすっ ゃぇくうかうくけき うかう すけくおけ しきけかけすにき 
う こさけしっはくくにき つっさっい つぇしすけっ しうすけ おぇさょぇ-
きけくけき. ╃けぉぇゃぬすっ ょゃぇあょに こさけすひさすにえ つっさっい しうすけ すゃけさけゅ, ういのき, きうくょぇかぬ, ういきっかぬつひくくにっ 
ぇこっかぬしうくけゃにっ ちせおぇすに うかう くぇすひさすせの かうきけくくせの ちっょさせ. 〈とぇすっかぬくけ こっさっきってぇえすっ, ゃゃっょう-
すっ ゃいぉうすにっ しかうゃおう, こっさっきってぇえすっ しゃっさたせ ゃくうい. ╆ぇこけかくうすっ きぇししけえ こぇしけつくうちせ, いぇしすかぇく-
くせの つせすぬ ゃかぇあくけえ きぇさかっえ, いぇおさけえすっ ぉかのょちっき, くぇゅさせいうすっ くっぉけかぬてうき ゅくひすけき, こけしすぇゃぬすっ 
ゃ たけかけょうかぬくうお くぇ 12 つぇしけゃ.

ÂÅÍÎÊ
╇くゅさっょうっくすに: 

• 500 ゅ きせおう
• 30 ゅ ょさけああっえ
• 2 しすけかけゃにっ かけあおう しぇたぇさぇ
• 150 きか きけかけおぇ
• 0,5 つぇえくけえ かけあおう しけかう
• ちっょさぇ こけかけゃうくに かうきけくぇ
• 75 ゅ しかうゃけつくけゅけ きぇしかぇ
• 2 はえちぇ
• きぇお, おせくあせすくけっ しっきは, しっきっくぇ すにおゃに
• 3-4 ゃぇさひくにた, はさおけ けおさぇてっくくにた はえちぇ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╃さけああう さぇいゃっしすう ゃ きけかけおっ し くっぉけかぬてうき おけかう-

つっしすゃけき しぇたぇさぇ う きせおう. ╆ぇきっしうすぬ う ょぇすぬ こけしすけ-
はすぬ 15 きうくせす, こけおぇ けこぇさぇ くっ くぇつくひす こせいにさうすぬしは. 

╉ こけょけてっょてっえ けこぇさっ ょけぉぇゃうすぬ さぇしすけこかっくくけっ きぇしかけ, けしすぇすけお しぇたぇさぇ, けょくけ はえちけ, けょうく ぉっかけお, 
しけかぬ, くぇすひさすせの かうきけくくせの ちっょさせ う ゃにきっしうすぬ すっしすけ. ]おぇすぇすぬ てぇさけき う けしすぇゃうすぬ くぇ 30-40 きうくせす, 
こけおぇ すっしすけ くっ せゃっかうつうすしは ゃょゃけっ. 

〈とぇすっかぬくけ ゃにきっしうすぬ すっしすけ, さぇしおぇすぇすぬ ゃ そけさきっ こさはきけせゅけかぬくうおぇ, さぇいさっいぇすぬ くぇ すさう あゅせすぇ, けしすぇ-
ゃうすぬ おせしけつっお すっしすぇ ょかは せおさぇてっくうは – ゃにかっこうすぬ くっぉけかぬてうっ つっすにさっ «さけいけつおう». ]こかっしすう うい すさひた 
あゅせすけゃ すけかしすせの おけしせ う こさうょぇすぬ っえ そけさきせ ゃっくおぇ, こさうかっこうすぬ しゃっさたせ «さけいけつおう», ょぇすぬ こけょけえすう 20 
きうくせす. ‶ぇしたぇかぬくにえ ゃっくけお しきぇいぇすぬ ゃいぉうすにき あっかすおけき, こけしにこぇすぬ きぇおけき う おせくあせすけき, きけあくけ うし-
こけかぬいけゃぇすぬ ゃ おぇつっしすゃっ こけしにこおう きっかおけ こけさせぉかっくくにっ けさったう. 

¨つうとっくくにっ しっきっくぇ すにおゃに ゃにかけあうすぬ ゃ ゃうょっ かうしすけつおけゃ ゃけおさせゅ «さけいけつっお». ╁にこっおぇすぬ ゃ ょせたけゃおっ 
30-40 きうくせす こさう すっきこっさぇすせさっ 200 ゅさぇょせしけゃ. ‶っさっょ こけょぇつっえ くぇ しすけか こけかけあうすぬ ゃ しっさっょうくせ こぇし-
たぇかぬくけゅけ ゃっくおぇ けおさぇてっくくにっ はえちぇ.
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 • ЛОДЖИИ

• БАЛКОНЫ

• СЕЙФ-ДВЕРИ

ул. Карла Маркса, 10 (территория БМДК).

 (34369) 4-36-02, (343) 213-14-04, 8-950-209-58-67
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ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»
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КУПЕ-ПРОЕКТ
- шкафы-купе
- межкомнатные двери
- натяжные потолки

Короткие сроки, отлич-
ное качество, непри-
лично низкие цены.

Тел. 8-953-603-15-07.
Адрес: ул. Красных Героев, 7

СЕЙФ-ДВЕРИ мет.,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА
8-912-04-56-404
8-952-72-83-868
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ВОРОТА, ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, 
ЗАБОРЫ

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

Р
Е

КЛ
А

М
А

ТЕПЛИЦЫ 
под поликарбонат

4х3 – от 6500 руб.
6х3 – от 7500 руб.

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

РЕ
КЛ

АМ
А

цена
каркас

а

ПОЛИСТЕРОЛБЕТОННЫЙ
БЛОК

ул. Коммуны, 84А
8-950-63-18-119 РЕ

КЛ
АМ

А

Навоз и торф 
в мешках

РЕ
КЛ

АМ
А

16 апреля
фермерское хозяйство

«Надежда»
реализует 

семенной картофель 
элитных сортов

на Торговой площади

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
Е

КЛ
А

М
А

РЕ
КЛ

АМ
А

8-904-179-90-98
8-904-179-92-00

201-00-51
РЕКЛАМА

БЕТОН 
РАСТВОР 
КИРПИЧ

Бетон
Раствор
Раствор (известковый)
Кирпич
Доставка круглосуточно

Автобетононасос

от 1600
от 1700
от 2000
от 7 руб.

ПАМЯТНИКИ
габбро, мрамор, 

змеевик
гравировка, установка, 

изготовление фотоовалов
Березовский рынок

219-52-45, 8-912-24-26-225

РЕ
КЛ

АМ
А

ДОСТАВКА.
Торф, навоз, чернозем, 

опил, щебень, отсев, 
песок, скала, мраморная 

крошка, Щ.П.С., глина.

8-904-38-78-067
Вывоз мусора. 

Услуги самосвала.

РЕКЛАМА

ООО «Техностройсервис»
Срубы домов, бань, 

дачных домиков
любых размеров.

Комплектация и монтаж 
под ключ.

8-912-69-07-181

РЕ
КЛ

АМ
А

 Остекление балконов 
 Пластиковые окна 

8-904-17-69-355

РЕ
КЛ

АМ
А

Программа коррекции веса, 
оздоровления и омоложения.

Программа рассчитана на 2 дня:
пятница – вечер, воскресенье – день,
телефон для записи: 8-922-15-63-631,
www.ves-ok.tiu.ru

РЕ
КЛ

АМ
А

Вы сможете за месяц постройнеть 
на 10-15 и более килограммов с 

сохранением результатов!

свидетельство о регистрации 308667408600103

Ведущий тренер – врач, кандидат медицинских 
наук, сертифицированный тренер «Университета 
Единства», астропсихолог.

РЕ
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А

РЕ
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АМ
А

ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 
РЕШЕТКИ, СЕЙФ-ДВЕРИ, 
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ

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

РЕКЛАМА

УСТАНОВКА
спутниковой антенны

без абонентской платы
РЕМОНТ импортных
телевизоров на дому

8-906-80-49-158, 4-50-00

РЕ
КЛ

АМ
А

Уважаемые березовчане!
В магазине №42 «Ювелирный»

ул. Анучина,3

Новое поступление 
ювелирных украшений 

из золота 585 и серебра 925 пробы, 
а также бус из жемчуга, аметиста, 

граната и изделий из камня.

Приглашаем за покупками!
Наши цены вас приятно удивят!

Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Самородок»

предлагает следующие платные услуги:

Стоимость одного лечебного дня 1000 рублей 
(включает в себя любые имеющиеся процедуры 

на ваш выбор, а также обед и место для отдыха).
Телефон для справок: 4-66-46, 4-67-50, ул. Шиловская, 23

Кабинет иглоукалывания
Мониторное очищение кишечника (МОК)
Гирудотерапия (пиявки)
Различные виды массажа
Душ Шарко, циркулярный, восходящий, гидромассаж
Грязевые, парафиновые аппликации
Комплекс физиотерапевтических процедур
Предлагаются услуги дневного стационара РЕ

КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
А



╃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┿, けそ. 
305; すっか.: 8 (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) 
25.04.11 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) 31.05.11 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. 

[╄╉╊┿╋┿
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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
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ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ

8-912-69-99-918
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928
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]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 1900 ë., 950 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.
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

╊╄』╄′╇╄:
• 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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www.terra_ekb.ru

Сантехника
Электрика

8-909-70-24-003
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ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
Мрамор, змеевик, >аббро.

Из>отовление овалов, портретов.
Территория заво?а БЗСК.

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

╉╊
┿╋

┿
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╉╊
┿╋

┿

¨¨¨ «╀っさっいけゃしおうえ ゅさぇくうすくにえ いぇゃけょ»

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

╋さぇきけさ, ゅさぇくうす, ゅぇぉぉさけ
‶けさすさっすに, けゃぇかに, せしすぇくけゃおぇ

‶っくしうけくっさぇき しおうょおう
[┿]][¨』╉┿

〈っか.: 8 (34369) 4-59-81, 
         8-902-87-26-137

[
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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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┿

19 íäëñ¿　 2011 ÇÜÑí 
Öí 83-½ ÇÜÑÜ 
Üü¿í ó£ ¢ó£Öó 
げíï¿Ü¢ñÖÖ▲ú Üôóöñ¿á, 
　ë¡óú ó ÖñÜß▲¡ÖÜçñÖÖÜ
Ç¿ÜßÜ¡óú ôñ¿Üçñ¡

とんぜぎずぽでとごび 
づÜ£í ゎëóÇÜëáñçÖí.

だ öÜ½, ôöÜ ¢ó£Öá - ~öÜ Öñ üÜïïñ, í öëÜÑÖí　 ÑÜëÜÇí, £Öíñö, ÖíçñëÖÜñ, 
¡í¢Ñ▲ú. ご Öí ~öÜ½ äÜöó ÑÜ¿¢ñÖ çïöëñöóöáï　 Öí½ ぢëÜçÜÑÖó¡ ó ぞí-
ïöíçÖó¡, びëíÖóöñ¿á ½ÜÑëÜïöó ó ばôóöñ¿á. 

ご½ñÖÖÜ öí¡ó½ ôñ¿Üçñ¡Ü½ Ñ¿　 ½ÖÜÇóê ß▲¿í づÜ£í ゎëóÇÜëáñçÖí.
ごïöÜëó　 £Öíñö Öñ½í¿Ü ¿0Ññú, äÜ-ÖíïöÜ　àñ½Ü Üç¿ñô、ÖÖ▲ê äëÜâñï-

ïóñú. ぞÜ ¡ÜÇÑí öí¡Üú ôñ¿Üçñ¡ ë　ÑÜ½ – ~öÜ ÖíïöÜ　àí　 ÜÑíôí Ñ¿　 Ü¡ëÜ-
¢í0àóê. ぜÖÜÇó½ ó£ Öíï äÜçñ£¿Ü Öñ ÜÑóÖ ÇÜÑ äëÜëíßÜöíöá  ï ~öó½ 
ôñïöÖ▲½, äÜë　ÑÜôÖ▲½, Üö£▲çôóç▲½ ôñ¿Üçñ¡Ü½, ÖíïöÜ　àó½ ぢñÑíÇÜ-
ÇÜ½. で äñÑíÇÜÇÜ½, ¡ÜöÜë▲ú àñÑëÜ Ññ¿ó¿ï　 ïçÜó½ Üä▲öÜ½, £ÖíÖó　½ó, 
¢óöñúï¡Üú ½ÜÑëÜïöá0. 

ゑ▲äÜï¡Öóîí óïöÜëóôñï¡ÜÇÜ âí¡Ü¿áöñöí ばëゎば, づÜ£í ゎëóÇÜëáñçÖí Öí-
ôí¿í ïçÜ0 äñÑíÇÜÇóôñï¡Ü0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá Öí がí¿áÖñ½ ゑÜïöÜ¡ñ, í ï 
1963 ÇÜÑí öëÜÑó¿íïá ç ïëñÑÖñú ü¡Ü¿ñ ヽ3 Ç. ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ.

げí ïÜëÜ¡ ¿ñö äñÑíÇÜÇóôñï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó づÜ£í ゎëóÇÜëáñçÖí çÜï-
äóöí¿í ó ç▲äÜïöó¿í ó£ ïöñÖ ü¡Ü¿▲ öí¿íÖö¿óç▲ê ÜôñÖó¡Üç, ïëñÑó ¡Ü-
öÜë▲ê 0ëóïö▲ でÜöóÖ▲ どí½íëí ó ぎçÇñÖó　, ずóïóîóÖí ぞíÑñ¢Ñí, どÜëÇóÖ 
でñëÇñú – äÜ¿óöëíßÜöÖó¡ ゑで づぱ, ぱÜÖöó¡Üçí どíöá　Öí, äÜ½ÜÇí0àí　 
ßñïäëó£ÜëÖ▲½ ó Ññö　½-ïóëÜöí½, ゎÜ¿ó¡Üçí でçñö¿íÖí, ¡íÖÑóÑíö óïöÜ-
ëóôñï¡óê ÖíÜ¡,  ぜíïäíÖóÖí ゑñëÜÖó¡í, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ½ñöÜÑóôñï¡ÜÇÜ 
ÜßéñÑóÖñÖó　 Üôóöñ¿ñú óïöÜëóó ÜÑÖÜÇÜ ó£ ëíúÜÖÜç Ç.ぎ¡íöñëóÖßÜëÇí, 
ず▲¿Üçí だ¿áÇí, Üôóöñ¿á óïöÜëóó, ゎÜ¿　ñç んÖÑëñú, Üôóöñ¿á óïöÜëóó 
ó ÜßàñïöçÜ£ÖíÖó　 Çó½Öí£óó ヽ5 Ç. ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ, ぷóëô¡Üçí ぎ¿ñÖí, 
Ñóëñ¡öÜë ¿óîñ　 ヽ7 ÖíüñÇÜ ÇÜëÜÑí, ぢóïîÜç ぎçÇñÖóú, £í½ñïöóöñ¿á 
Ç¿íç▲ íÑ½óÖóïöëíîóó ゐゎだ, ó ½ÖÜÇóê ÑëÜÇóê. 

ゑ 1977 ÇÜÑÜ づÜ£í ゎëóÇÜëáñçÖí ß▲¿í ÖíÇëí¢ÑñÖí ÖíÇëÜÑÖ▲½ £Öí¡Ü½ 
«だö¿óôÖó¡ ÖíëÜÑÖÜÇÜ äëÜïçñàñÖó　», ç 1981 ÇÜÑÜ ñú ß▲¿Ü äëóïçÜñÖÜ 
äÜô、öÖÜñ £çíÖóñ «げíï¿Ü¢ñÖÖ▲ú Üôóöñ¿á ü¡Ü¿ づでぱでづ», ç 1987 ÇÜÑÜ 
ÜÖí ß▲¿í ÖíÇëí¢ÑñÖí ½ñÑí¿á0 «ゑñöñëíÖ öëÜÑí». ゑ öëÜÑÜçÜú ¡Öó¢¡ñ 
Üôóöñ¿　 – 12 ß¿íÇÜÑíëÖÜïöñú £í ç▲ïÜ¡óú äëÜâñïïóÜÖí¿ó£½, ñ、 öëÜÑ 
Üö½ñôñÖ 11 Çëí½Üöí½ó ó Ñóä¿Ü½í½ó.

づÜ£í ゎëóÇÜëáñçÖí – Üôóöñ¿á, ¡ÜöÜë▲ú Öñ öÜ¿á¡Ü Üö¡ë▲çí¿ Ññö　½ 
¢óçÜ0 ïç　£á çëñ½、Ö, ÜÖí Üôó¿í óê ¢óöá, ß▲öá ÑÜßë▲½ó ó ïäëíçñÑ-
¿óç▲½ó, ÖñëíçÖÜÑÜüÖ▲½ó ó Ññ　öñ¿áÖ▲½ó. ばôó¿í ¿0ßçó ó ïÜäñëñ-
¢óçíÖó0. ぢÜ½ÜÇí¿í äñëñ¢óçíöá ÖñÜÑíôó ó ÑÜßóçíöáï　 ÜïäñêÜç. 

ばúÑ　 Öí £íï¿Ü¢ñÖÖ▲ú ÜöÑ▲ê, づÜ£í ゎëóÇÜëáñçÖí äëÜÑÜ¿¢í¿í ¢óöá 
¢ó£Öá0 ¡Ü¿¿ñ¡öóçí: Öó ÜÑÖÜ ïÜß▲öóñ ß▲¿Ü Öñ½▲ï¿ó½Ü ßñ£ ñ、 Üôí-
ïöó　.

ば ïí½Üú づÜ£▲ ゎëóÇÜëáñçÖ▲ ß▲¿í £í½ñôíöñ¿áÖí　 äí½　öá Öí ó½ñÖí 
ó ïÜÑáß▲: ÜÖí äÜ½Öó¿í çïñê ïçÜóê ëñß　ö, óê ëÜÑóöñ¿ñú, óê Üïäñêó. 
ご½ñÖÖÜ ~öó çÜïäÜ½óÖíÖó　 ÖíäÜ¿Ö　¿ó ñ、 ¢ó£Öá öñä¿Ü½. 

どñä¿Ü½ ßÜÑÜö ÖíäÜ¿Ö　öá ÑÜüó ñ、 ç▲äÜï¡Öó¡Üç çÜïäÜ½óÖíÖó　 Üß 
ばôóöñ¿ñ…

とÜ¿¿ñÇó, ÑëÜ£á　, ÜôñÖó¡ó ï¡Üëß　ö ó ç▲ëí¢í0ö ï¿Üçí 
ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖó　 ëÜÑÖ▲½ ó ß¿ó£¡ó½ 

とí½ñ¿áï¡óê づÜ£▲ ゎëóÇÜëáñçÖ▲.
でçñö¿í　 äí½　öá Ü Öñú ÖíçïñÇÑí ÜïöíÖñöï　 ç  Öíüóê ïñëÑîíê.

とÜ¿¿ñ¡öóç ぜだば ¿óîñ　 ヽ3 «ん¿á　Öï»
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‶っさゃにえ 〈╁『

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 23.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00, 00.30 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00, 01.20 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠-

╉╄)
11.30, 01.50 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»  (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/]
13.30 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». «′┿ ‶╄[╄‶〉〈を╄. 

《┿〈╇》 ┿╋╇[》┿′»
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15  «‶〉〈を»
14.30 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇». ╂┿╀╃〉╊╊┿ 〈〉╉┿╈
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…» 〈/《.  』┿]〈を 3-ぅ
20.30  «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «]╋╄[【». 〈/] 
00.00 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
02.20 «╉╇〈┿‶» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
02.45 «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿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»
2 1 . 3 0  〈 / ]  « ╀ ┿ ╊ ╊ ┿ ╃ ┿  ¨ 

╀¨╋╀╄[╄»
22.30 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.45 》/《 «‶╇╉ ╃┿′〈╄»
02.45 〈[╇╊╊╄[ «‶[╄]〈〉‶′｠╄ 

╋｠]╊╇»
04.30 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

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

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨╋ 〉 ╀¨╊を【¨╈ 

[╄╉╇»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.10 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.20 》/《 «〈¨〈 ]┿╋｠╈ ╋ぃ′》╂┿-

〉╆╄′», 2 ]╄[╇ぅ
03.40 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.30 ╂¨[¨╃¨╉

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

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

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

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.40 〈/] «╃╄╋¨′｠» 
22.40 》/《 «〈¨〈, ╉〈¨ ╂┿]╇〈 

]╁╄〈» 
00.20 «╊╇╂┿ 』╄╋‶╇¨′¨╁ 〉╄《┿. 

¨╀╆¨[» 
00.50 《〉〈╀¨╊. «‶¨[〈〉» - «╁╇-

╊をぅ[[╄┿╊» 
03.05 «╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠ 〉╄《┿. 

¨╀╆¨[» 
03.30 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»

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

]┿╋╂╇′┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.35 ╀┿╊╄〈 «╆¨╊〉【╉┿»
18.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
20.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.00 〈╄, ] ╉¨〈¨[｠╋╇ ぅ...
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55  〈/]  «╊¨′╃¨′]╉╇╈ 

╂¨]‶╇〈┿╊を»
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.25 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
7.00, 23.30 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
10.25 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿»
11.00, 14.30 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 05.20 ╁╄]〈╇.RU
11.30 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
13.25 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
13.55 «〉′╇╉〉╋｠»
14.45 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
19.15 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
19.40 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.10 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
23.10 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
00.15 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨-

╀¨[]〈╁┿
02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
02.20 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
04.15 «′┿〉╉┿ 2.0»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
9.05 》/《 «╃╄╊┿ ]╄[╃╄』′｠╄»
10.55 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╊╄╉┿[]〈╁¨ ‶[¨〈╇╁ 

]〈[┿》┿»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ′╄ ╁╄[′〉]を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «╁]┱ ╆¨╊¨〈¨ ╋╇[┿»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╃¨╊╂¨╅╃┿′′┿ぅ 

╊ぃ╀¨╁を»
22.50 «╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ ]╁┿╃を╀┿». 

《╇╊を╋ ╊╄¨′╇╃┿ ╋╊╄』╇′┿
00.30 》/《 «]┿╋¨╊╄〈 ╊╄〈╇〈 ╁ 

[¨]]╇ぃ»
02.25 》/《 «]〉[¨╁｠╄ ╉╇╊¨╋╄〈[｠»
04.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.25, 18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

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

18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
21.00 》/《 «′〉 』〈¨, ‶[╇╄》┿╊╇?»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
02.50 》/《 «╋┿╋┿ ╇ ‶┿‶┿ ]‶┿-

]┿ぃ〈 ╋╇[»
04.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
10.55 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 4»
14.00 》/《 «【〉〈 ╇ ╁╄′╄[┿» 
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «╁╇╉╇ ╉[╇]〈╇′┿ 

╀┿[]╄╊¨′┿»
23.00, 01.55 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.25 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.00 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
00.50 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

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

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 6»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

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

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
13.50 》/《 «【╄]〈¨╈ ╃╄′を»
17.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╋╄』»
2 2 . 0 0  « ] ╄ ╉ [ ╄ 〈 ′ ｠ ╄  〈 ╄ [ -

[╇〈¨[╇╇»
00.00 〈/] «]‶┿[〈┿╉: ╉[¨╁を 

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

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00, 20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30, 20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
11.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
21.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
22.00 》/《 «╃¨╀╄╈]ぅ 〉]‶╄》┿»
23.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01 . 30  〈 /]  «╊╄╂╄′╃┿  ¨╀ 

╇]╉┿〈╄╊╄»
03.10 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

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

5.20, 9.30, 02.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

9.10 «[╄╆¨′┿′]»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
15.20, 03.35 «DE FACTO»
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05 〈/] «¨《╇『╄[｠», 3 ].
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.10, 01.55, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃/《 «《╇′┿′]¨╁｠╄ ‶╇[┿╋╇╃｠»
20.30 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «¨《╇『╄[｠», 4 ].
23.00, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
23.35 《〉〈╀¨╊. «〉[┿╊» - «〈¨[‶╄╃¨» (╋¨]╉╁┿)
01.25 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
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Ïÿòíèöà, 29 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 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00, 01.15 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30, 02.05 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «【┿╂╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «┿‶¨]〈¨╊». 〈/]
13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!»
14.45 «╋｠ – ╁′〉╉╇ 〈〉╉┿ぅ» 
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

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

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «╁╄』╄[¨╋ ╁ ‶ぅ〈′╇『〉». ╉¨′『╄[〈
20.30 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «]╄╋をぅ′╇′». 》/《
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, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.30 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
16.00 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
17.00 «‶[╇′『 ╇ ╆¨╊〉【╉┿. 〉╇-

╊をぅ╋ ╇ ╉╄╈〈»
18.15, 01.00 ]╁┿╃╄╀′┿ぅ 『╄[╄-

╋¨′╇ぅ ‶[╇′『┿ 〉╇╊をぅ╋┿ 
╇ ╉╄╈〈 ╋╇╃╃╊〈¨′

20.00 «╁[╄╋ぅ»
20.15 》¨╉╉╄╈. ]╀¨[′┿ぅ [¨]]╇╇ 

- ]╀¨[′┿ぅ ╂╄[╋┿′╇╇
22.30 «╃¨]〈¨ぅ′╇╄ [╄]‶〉╀╊╇-

╉╇: ┿′╃[╄╈ ╋┿╉┿[╄╁╇』»
02.00 》/《 «╋¨╊¨╃┿ぅ ╁╇╉-

〈¨[╇ぅ»
04.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
04.50 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

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 ╁╄]〈╇
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, 

╋┿╊｠【╇!
21.00 《┿╉〈¨[ ┿
22.30 ぃ[╋┿╊┿
00.20 》/《 «¨╂¨′を ╇╆ ‶[╄╇]-

‶¨╃′╄╈»
02.30 》/《 «]╇╃ぅ』┿ぅ 『╄╊を»
04.25 ╂¨[¨╃¨╉

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

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

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

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

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╃╄╋¨′｠»  
21.30 «′〈╁【′╇╉╇». ┿[╄′┿ 

¨]〈[｠》 ╃╇]╉〉]]╇╈ 
22.35 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂ 

′〈╁» 
00.15 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃» 
01.05 》/《 «′╄‶¨╉¨[╄′′｠╈» 
03.10 》/《 «╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ 

]╁┿╃を╀┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ′¨╁¨-

]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «′╄╀¨╊を【¨╈ ╃╇╁╇-

╃╄′╃ ¨〈『┿»
12.15, 16.40, 23.10 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋｠
13.45 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.15 〈/] «╅╇╆′を ╉╊╇╋┿ 

]┿╋╂╇′┿»
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
17.05 ╉〈¨ ╋｠?
17.35 ╂. ╋┿╊╄[. ]╇╋《¨′╇ぅ わ1 

«〈╇〈┿′»
18.45 ╁ ╁┿【╄╋ ╃¨╋╄
19.45 ]╋╄》¨′¨]〈┿╊を╂╇ぅ
20.15 〈/] «╁╄╉ ╋¨‶┿]]┿′┿. 

‶¨╁╄]〈╇ ╇ [┿]]╉┿╆｠ XIX 
]〈¨╊╄〈╇ぅ»

22.20 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.15 ╉¨′『╄[〈 «╁¨╊【╄╀′｠╈ 

]┿╉]¨《¨′»
01.55 ╃/《 «╁¨╃′┿ぅ ╅╇╆′を»

7.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
9.20 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
9.45 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
10.25 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
11.00, 15.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15 ╁╄]〈╇.RU
11.30 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
13.25 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
14.25 «〉′╇╉〉╋｠»
15.15 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
19.55 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
20.20 «╋┿╊╄′を╉┿ぅ 〈╄╊╄ ╋╇]]»
20.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
21.00 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
00.15 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
00.30 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′-

╀〉[╂»
01.10 》¨╉╉╄╈. ╀╄╊¨[〉]]╇ぅ - 

╉┿′┿╃┿
03.30 》¨╉╉╄╈. ]╊¨╁┿╉╇ぅ - 

]╊¨╁╄′╇ぅ

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

1 ╇ 2 ]╄[╇╇
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «〈┿╈′┿ «』┱[′｠》 

╃[¨╆╃¨╁»
13.40 «PRO ╅╇╆′を». 〈¨╉-【¨〉
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «ぅ ′╄ ╁╄[′〉]を»
16.10 ╋/《 «′╄╆′┿╈╉┿ 〉』╇〈]ぅ»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.20 》/《 «╃¨』╉┿»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
21 . 00  «]┿╋｠╈ ╁╄]┱╊｠╈ 

╉¨′『╄[〈»
22.45 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
23.50 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.25 》/《 «‶[╇【╄╊を『｠. ╉¨[╇-

╃¨[｠ ╁[╄╋╄′╇»
02.40 》/《 «╊╄╉┿[]〈╁¨ ‶[¨〈╇╁ 

]〈[┿》┿»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.25 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «′〉 』〈¨,  ‶[╇-

╄》┿╊╇?»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 ′┿【┿ RUSSIA
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╀｠╁┿╄〈 ╇ 》〉╅╄»
02.25 》/《 «‶[┿╁╇╊┿ ]‒╄╋┿: 

╋╄〈¨╃ ╀┿╀′╇╉┿»
04.20 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.20 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
10.55 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ 4. ╃╁¨╈-

′╇╉», 2-3 ]╄[╇╇
14.00 》/《 «╂┿]〈[¨╊┱[»
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 》/《 «╀¨╈ ╀╄╆ ‶[┿╁╇╊»
04.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 6»
8.30 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 «‶[╇′『╄]]┿ ╃╇┿′┿. ╊ぃ-

╀╇〈を ╃¨ ]╋╄[〈╇»
15.50 》/《 «]〉‶╄[〈╄】┿ ╃╊ぅ ′╄-

〉╃┿』′╇╉┿»
18.00 «╅╇╆′を ╉┿╉ 』〉╃¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 ╋/《 «╃¨╀[｠′ぅ ′╇╉╇〈╇』 ╇ 

╆╋╄╈ ╂¨[｠′｠』»
21.20 ╋/《 «┿╊╄【┿ ‶¨‶¨╁╇』 ╇ 

〈〉╂┿[╇′ ╆╋╄╈»
23.00 «╊╄╂╄′╃｠ [╄〈[¨ FM - 2007»
01.00 》/《 «【┿╊〉′をぅ»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.05 〈/] «4400»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
9.00, 20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30, 20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
11.00 》/《 «╃¨╀╄╈]ぅ 〉]‶╄》┿»
12.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
2 1 . 0 0  ╀ ¨ ╄ ╁ ╇ ╉  « ╀ [ ¨ ] ¨ ╉ 

╉¨╀[｠»
23.10 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
00.10 》/《 «【╄]〈を ╅┱′ ╂╄′[╇ 

╊╄《╄ぅ»
0 1 . 5 5  》 / 《  « ╀ ╄ ╆  ╁ ╄ ] 〈 ╇ 

‶[¨‶┿╁【╇╄»
03.55 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

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

5.20, 9.30, 00.40 «╃╄╈]〈╁〉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 «]╁¨╈ ╃¨╋»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «DE FACTO»
16.05 〈/] «¨《╇『╄[｠», 4 ].
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
18.10, 00.20, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃/《 «』〉╅╇╄. ′╊¨»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.20 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 «╋╄╂┿╃[¨╋»
22.35 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇»
00.55 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
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‶っさゃにえ 〈╁『

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

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

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

ぅ╆｠╉╄)
10.45 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]¨╆╁╄╆╃╇╄ – ╈¨╊╃｠╆╊｠╉-2011»
12.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.30 ╁╄』╄[, ‶¨]╁ぅ】╄′′｠╈ 110-╊╄〈╇ぃ ]¨ ╃′ぅ 

[¨╅╃╄′╇ぅ 》┿╃╇ 〈┿╉〈┿【┿
13.30 ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈
14.00 ]‶╄╉〈┿╉╊を ]〈〉╃╄′』╄]╉¨╂¨ 〈╄┿〈[┿ ╉┿-

╆┿′]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ ┿╂[┿[′¨╂¨ 
〉′╇╁╄[]╇〈╄〈┿

15.50 «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿ぅ ]〈[┿′╇』╉┿»
16.00 «╉┿′〉′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00  «╉╁′-2011»
18.00 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». «╁┿]╇╊╇╈ ╉┿』┿╊¨╁: 

«》¨〈╇〈╄ ぅ ╁┿╋ ‶¨』╇〈┿ぃ…»
18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 

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

ぅ╆｠╉╄)
20.30 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄, ╋｠ ╁┿【┿ ╉[｠【┿». 》/《
23.50 «╀¨╇ ‶¨ ‶[┿╁╇╊┿╋ TNA» 
00.20 «[ぁ╋╀¨ 2». 》/《
02.00 ╉¨′『╄[〈 ¨[╉╄]〈[┿ ′┿[¨╃′｠》 ╇′]〈[〉╋╄′-

〈¨╁ «╉┿╆┿′ ′〉[｠»

5.15 》/《 «╋¨╈ ╊┿]╉¨╁｠╈ ╇ 
′╄╅′｠╈ ╆╁╄[を»

7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «‶[╇′『 ╇ ╆¨╊〉【╉┿. 〉╇-

╊をぅ╋ ╇ ╉╄╈〈»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
13.10 》/《 «╁¨╊╂┿-╁¨╊╂┿»
15.10 》/《 «╉-9:  ]¨╀┿』をぅ 

[┿╀¨〈┿»
17.00 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊-

╊╇¨′╄[¨╋?»
18.00 〈/] «¨╀】┿ぅ 〈╄[┿‶╇ぅ»
20.00, 21.15 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃. 

╁¨╆╁[┿】╄′╇╄»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
22.40 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]-

》╇╊〈¨′»
23.15 》/《 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╁╄╂┿]╄»
01.10 》/《 «╀┿[〈¨′ 《╇′╉»
03.20 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ 

╀〉╃╄〈»
05.05 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»

5.15 》/《 «]╄╋を ]〈┿[╇╉¨╁ ╇ 
¨╃′┿ ╃╄╁〉【╉┿»

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

╂╇. ╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.25 «〉[┿╊を]╉╇╈ ╋╄[╇╃╇┿′»
10.40 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.20 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.50 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
12.20, 14.30 〈/] «]╄╁╄[′｠╈ 

╁╄〈╄[»
16.15 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
18.10 ╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇¨′¨╁
19.15, 20.20 〈/] «╁┿[╄′を╉┿. ╇ ╁ 

╂¨[╄, ╇ ╁ [┿╃¨]〈╇»
20.00 ╁╄]〈╇
23.20 ╃╄╁』┿〈┿
23.55 》/《 «‶[┿╁¨ ′┿ 〉╀╇╈-

]〈╁¨»
01.55 》/《 «8 ╅╄′】╇′»
04.10 ╉¨╋′┿〈┿ ]╋╄》┿

5.05 〈/] «》¨╊╋ ̈ ╃′¨╂¨ ╃╄[╄╁┿» 
7.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋ «┿╈╀¨╊╇〈 ╇ 

╀┿[╋┿╊╄╈» 
8.00, 10.00, 19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』» 
8.45 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!» 
9.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
10.20 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉» 
11.20 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 

12.20 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
13.15 «〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [¨]]╇ぅ: 

¨〈 ╋¨]╉╁｠ ╃¨ ╁╄』′¨╈ 
╋╄[╆╊¨〈｠. ‶[¨╉╊ぅ〈╇ぅ ╁ 
╃╄╈]〈╁╇╇?» 

14.10, 19.25 〈/] «╋╄╃╁╄╅╇╈ 
〉╂¨╊» 

23.25 «【┿′]¨′ ╂¨╃┿ - 2011» 
02.40 》/《 «』╄]〈′┿ぅ ╇╂[┿»  
04.35 «╃¨ ]〉╃┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
10.40 》/《 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╀┿-

╀〉【╉┿!»
12.05 』╄╊¨╁╄╉ ‶╄[╄╃ ╀¨╂¨╋
12.35 ╃/《 «]〈┿[｠╈ ╋¨]〈 ╁ ╂¨-

[¨╃╄ ╋¨]〈┿[. ]╁¨╃ ′┿╃ 
╀╄╆╃′¨╈»

12.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.40 ╃/《 «╁¨╃′┿ぅ ╅╇╆′を»
15.30 «‶¨〈╄【╉╇ ╀╄╆ ‶¨〈╄》»
16.30 ╃/《 «╊╇╃╇ぅ ]╋╇[′¨╁┿. 

╇]‶｠〈┿′╇╄ 』〉╁]〈╁»
17.05 》/《 «╋¨ぅ ╊ぃ╀¨╁を»
18.25 ╇]╉┿〈╄╊╇
19.10 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
20.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.45 》/《 «′╄¨╉¨′』╄′′┿ぅ ‶を╄-

]┿ ╃╊ぅ ╋╄》┿′╇』╄]╉¨╂¨ 
‶╇┿′╇′¨»

22.30 ]‶╄╉〈┿╉╊を «╁]┱ ╉┿╉ 〉 
╊ぃ╃╄╈»

00.30 ╉¨′『╄[〈 ╀ぁ[[╇ ╋ぁ′╇╊¨〉
01.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
02.25 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋

6.00, 14.55 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
8.50, 11.20, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
9.05 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄-

]〈╁┿
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′-

╀〉[╂»
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.05 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
11.40 «』╄╋‶╇¨′┿〈 ] ‶¨╋╄〈-

╉¨╈ «][¨』′¨!»
12.10 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
14.15 «╆┿╃┿╈ ╁¨‶[¨] ╋╇′╇-

]〈[〉»
15.30 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
15.55 《〉〈╀¨╊. 『]╉┿ - «]‶┿[-

〈┿╉» (╋¨]╉╁┿)
17.55 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
19.40 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
20.05 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
20.30 ╋╄╊を′╇『┿
21.00 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
00.00, 02.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.10 》¨╉╉╄╈. 』╄》╇ぅ - ╊┿〈╁╇ぅ
02.45 《〉〈╀¨╊. «』╄╊]╇» - «〈¨〈-

〈╄′》ぁ╋»
04.55 《〉〈╀¨╊. 『]╉┿ - «]‶┿[-

〈┿╉» (╋¨]╉╁┿)

4.30 》/《 «╃¨╊╂¨╅╃┿′′┿ぅ 
╊ぃ╀¨╁を»

6.20 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
6.50 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
7.40 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.05 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.30 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨-

‶╄╃╇ぅ»
8.55, 17.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.05 》/《 «¨╂¨′を, ╁¨╃┿ ╇... 

╋╄╃′｠╄ 〈[〉╀｠»
11.30, 17.30, 00.10 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.30 》/《 «╂┿[┿╅»
14.25 «╂┿[┿╅», ╇╊╇ ′¨』を ╁ ╋〉-

╆╄╄». 《╇╊を╋ ‶[¨ 《╇╊を╋
15.10 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
15.30 》/《 «┿′╅╄╊╇╉┿ ╇ ]〉╊〈┿′»
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉¨╄ 

〉╀╇╈]〈╁¨»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 «╀〉╋╄[┿′╂». ╃╄〈╄╉〈╇╁
00.30 》/《 «╃╅¨′′╇-╋′╄╋¨′╇╉»
02.15 》/《 «〉╃╇╁╇ ╋╄′ぅ»
04.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╃[〉╆をぅ»
9.05 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
12.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.00 》/《 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╁¨╈′｠: 

ぁ‶╇╆¨╃ 5 - ╇╋‶╄[╇ぅ ′┿-
′¨]╇〈 ¨〈╁╄〈′｠╈ 〉╃┿[»

22.25 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》〉 ╇╆ 》〉
01.00 》/《 «╃¨╊╂╇╈ ‶¨『╄╊〉╈ 

′┿ ′¨』を»
03.20 ]╄╉] ] . 』╄》¨╁¨╈
03.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.55 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿

5.45 ′¨╁¨]〈╇
6.15 «]〈╄′╃»
6.30 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
6.45 ′¨╁¨]〈╇
7.15 «╉¨[¨╊を ╃[¨╆╃¨╁╇╉». 

]╉┿╆╉┿
9.10 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «╇ ぁ〈¨ ╁]┱ ¨ 

′┱╋», 1-6 ]╄[╇╇
17.10 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈». ╃/《
17.30 ]‶╄『‶[¨╄╉〈 «』╄〈╁╄[〈｠╈ 

╉┿′┿╊. ′¨╁╄╈【╇╄ ╇]〈¨-
[╇╇», 1-4 《╇╊を╋｠

19.30 «╃╁┿╃『┿〈を ╊╄〈 ′┿ ╁┿【╄╈ 
]〈¨[¨′╄». ╃/《

20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 》/《 «‶[╇╆[┿╉» 
23.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
00.00 «╃╁┿╃『┿〈を ╊╄〈 ′┿ ╁┿【╄╈ 

]〈¨[¨′╄». ╃/《
01.00 》/《 «╃¨╋ ╊╄〈┿ぃ】╇》 

╉╇′╅┿╊¨╁»
03.20 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿: 
«《[┿′『〉╆]╉╇╈ ┿[¨╋┿〈»

5.30 «╊╄╂╄′╃｠ [╄〈[¨ FM - 
2007»

7.50 〈/] «╆′┿》┿[を»
12.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
13.00 〈/] «╆′┿》┿[を». ‶[¨╃¨╊-

╅╄′╇╄
16.20 «╀〉╃を ╂¨〈¨╁!» ╉¨′『╄[〈 

╋╇》┿╇╊┿ ╆┿╃¨[′¨╁┿

18.15 ╋/《 «╃¨╀[｠′ぅ ′╇╉╇〈╇』 
╇ ╆╋╄╈ ╂¨[｠′｠』»

19.30 ╋/《 «┿╊╄【┿ ‶¨‶¨╁╇』 ╇ 
〈〉╂┿[╇′ ╆╋╄╈»

21.10 》/《 «╋｠ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨»
01.00 》/《 «╉╊ぃ』»
03.00 «‶¨╉╄[. [〉]]╉┿ぅ ]》╁┿〈╉┿»
04.00 〈/] «4400»

6.00 〈/] «]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉┿╉ ぅ ╁]〈[╄〈╇╊ 

╁┿【〉 ╋┿╋〉»
10.00 «╄[┿╊┿【»
11.00 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
14.30 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
1 7. 0 0  ╀ ¨ ╄ ╁ ╇ ╉  « ╀ [ ¨ ] ¨ ╉ 

╉¨╀[｠»
19.10 «6 ╉┿╃[¨╁»
19.30 «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇. ′¨╁｠╄ 

]╄[╇╇»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «》[¨′╇╉╇ ]‶┿╈-

╃╄[╁╇╉┿»
22.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╀〉╋╄[┿′╂»
00.55 «╆¨╊¨〈¨╈ ′¨]¨[¨╂». 

‶╄[╁┿ぅ ‶[╄╋╇ぅ ╆┿ 〈╄╊╄-
╁╇╆╇¨′′｠╄ ]╄[╇┿╊｠

01.55 》/《 «‶╄[]¨′┿╅»
03.55 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
04.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
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 》/《 «′┿》┿╊╄′¨╉»
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿»
13.05 〈/] «¨《╇『╄[｠», 1 ╇ 2 ].
15.05 «╁ ╉┿╃[╄ [╄【┿╄╋ ╁]╄!»
15.55 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.30 «╋╄╂┿╃[¨╋»
17.05 》/《 «╋╇╋╇′¨»
19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «╀┿╆┿ «╉╊╄╈〈¨′»
22.20 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
22.40 ╋╇′╇-《〉〈╀¨╊ ╁ [¨]]╇╇
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.40 «′¨』を ╁ 《╇╊┿[╋¨′╇╇»
01.30 «′┿╀╄[╄╅′┿ぅ ¨[《╄╁[»
03.40 》/《 «╁¨]]〈┿′╇╄ ╉╄╈′┿»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

Âîñêðåñåíüå, 1 ìàÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «『╇[╉». 》/《 
06.30  〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

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

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

ぅ╆｠╉╄)
10.30 «〈┿╋』｠-【¨〉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]¨╆╁╄╆╃╇╄-╈¨╊╃｠╆╊｠╉-2011»
12.00 ]‶╄╉〈┿╉╊を ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈
13.00 «〈╇′-╉╊〉╀»
13.30 «╆╄╀[┿»
13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
14.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.45  ╉¨′『╄[〈 ┿′]┿╋╀╊ぅ 〈┿′『┿ «╉┿╆┿′を»
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 «]╁╇′┿[╉┿ ╇ ‶┿]〈〉》». 》/《
00.30 «〉╆╉┿ぅ ╂[┿′を». 》/《
02.10 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 ╄╁╂╄′╇╈ ╋┿〈╁╄╄╁, ╆╇′┿-

╇╃┿ ╉╇[╇╄′╉¨ ╁ 《╇╊を╋╄ 
«╊ぃ╀¨╁を ╆╄╋′┿ぅ»

8.00 》/《 «╀┿[｠【′ぅ-╉[╄]〈を-
ぅ′╉┿»

10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 》/《 «╀╄╊｠╄ [¨]｠»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
1 2 . 1 5  ╁ ¨ ╊ 【 ╄ ╀ ′ ｠ ╈  ╋ ╇ [ 

╃╇]′╄╈. «‶[╇′『╄]]┿ ╇ 
╊ぅ╂〉【╉┿»

14.00 》/《 «╉¨[¨╊╄╁┿ ╀╄′╆¨╉¨-
╊¨′╉╇»

15.30 «╀¨╊を【┿ぅ [┿╆′╇『┿» 
╁ ¨╃╄]]╄. 《╄]〈╇╁┿╊を 
‶┿[¨╃╇╈

19.10 «〈¨╊を╉¨ 〈｠...» ╉¨′『╄[〈 
]〈┿]┿ ╋╇》┿╈╊¨╁┿

21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.15 «╉┿╉╇╄ ′┿【╇ ╂¨╃｠! 

1975»
22.40 》/《 «‶[╄╃╊¨╅╄′╇╄»
00.40 》/《 «┿╂¨[┿»
03.00 》/《 «‶]╇》¨╆»
04.55 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ 

╀〉╃╄〈»

5.05 》/《 «╉〉╀┿′]╉╇╄ ╉┿╆┿╉╇»
7.10 》/《 «╃╄╊¨ ╀｠╊¨ ╁ ‶╄′を-

╉¨╁╄»
9.00 ぃ╀╇╊╄╈′｠╈ ╁╄』╄[ ┿╊╄╉-

]┿′╃[｠ ‶┿》╋〉〈¨╁¨╈
13.00 〈/] «]╄╁╄[′｠╈ ╁╄〈╄[»
14.00, 20.00 ╁╄]〈╇
14.15 〈/] «]╄╁╄[′｠╈ ╁╄〈╄[»
17.00 ‶[┿╆╃′╇』′｠╈ ╁╄』╄[ 

«‶┿[┿╃ ╆╁╄╆╃»
19.15 〈/] «╁┿[╄′を╉┿. ╇ ╁ ╂¨[╄, 

╇ ╁ [┿╃¨]〈╇»
20.20 〈/] «╁┿[╄′を╉┿. ╇ ╁ ╂¨[╄, 

╇ ╁ [┿╃¨]〈╇»
23.20 ╃¨╀[｠╈ ╁╄』╄[ ] ╋┿╉-

]╇╋¨╋

00.45 》/《 «╀╊ぃ╆ ¨‶┿╃┿ぃ】╇》 
╊╇]〈を╄╁»

03.05 》/《 «╋╄[〈╁｠╈ 【〈╇╊を»
05.00 ╂¨[¨╃¨╉

5.25 〈/] «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ ╃╄-
[╄╁┿» 

8.00, 10.00, 19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨» 
8.45 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!» 
9.25 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿». ┿╁〈¨-

╋¨╀╇╊を′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿ 
10.20 «‶╇[ ′┿ ╁╄]を ╋╇[» 
11.20 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
12.20 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 

13.15 «〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [¨]-
]╇ぅ: ╇′¨‶╊┿′╄〈ぅ′╄ ╁ 
[¨]〈¨╁╄-′┿-╃¨′〉?» 

14.10 〈/] «╋╄╃╁╄╅╇╈ 〉╂¨╊» 
19.25 〈/] «╋╄╃╁╄╅╇╈ 〉╂¨╊» 
00.10 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
0 0 . 4 5  ] ╇ ╄ ′ ′ ┿  ╂ ╇ ╊ ╊ ¨ [ ╇ 

╁ 《╇╊を╋╄ «╄╊╄′┿ 〈[¨-
ぅ′]╉┿ぅ» 

04.10 》/《 «]╊┿╃╉╇╈ ′¨ぅ╀[を»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 》/《 «╁¨╊を′｠╈ ╁╄〈╄[»
11.30 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.00 ╃/《 «╃╄〈╇ ′¨』╇»
12.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.00 ╃/《 «╂¨╃ ╄╅┿»
14.55 ╆╁┱╆╃｠ 『╇[╉┿
15.50 ╃/《 «╄╉┿〈╄[╇′┿ ╋┿╉-

]╇╋¨╁┿. ╉¨╂╃┿ 〈┿′╄『 
]〈┿′¨╁╇〈]ぅ ╅╇╆′をぃ»

16.30 ╀┿╊╄〈 «┿′ぃ〈┿»
17.45 》/《 «』〉╅┿ぅ [¨╃′ぅ»
19.15 ╃/《 «′╇╉¨╊┿╈ [｠╀-

′╇╉¨╁»
20.00 》[〉]〈┿╊を′｠╈ ╀┿╊ «》[〉-

]〈┿╊を′¨╈ 〈〉[┿′╃¨〈». 
╀╄′╄《╇] ぃ╊╇╇ ╀¨[╇]¨-
╁¨╈ ╁ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╋ 
┿╉┿╃╄╋╇』╄]╉¨╋ 〈╄┿〈[╄ 
╇╋. ╄╁╂. ╁┿》〈┿′╂¨╁┿

21.10 ‶╄]′╇ ╇ [¨╋┿′]｠
22.05 》/《 «╂╄′[╇》 VIII»
01.20 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
01.55 ╃/《 «╂¨╃ ╄╅┿»

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
8.30 «[｠╀┿╊╉┿»
8.50, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
9.05 》¨╉╉╄╈. ′¨[╁╄╂╇ぅ - 

【╁╄『╇ぅ
11.20 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
12.00 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
12.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
13.00 ╋╄╊を′╇『┿
13.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
14.10 «‶╄[╁┿ぅ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ 

╊¨〈╄[╄ぅ»
14.15 《╇╂〉[′¨╄ ╉┿〈┿′╇╄
16.20 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
17.20 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
17.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
18.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
18.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
19.00 《╇′┿′]╇]〈
19.30 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - ]╊¨-

╁╄′╇ぅ
22.35 《〉〈╀¨╊. «┿[]╄′┿╊» - 

«╋┿′』╄]〈╄[ ぃ′┿╈〈╄╃»
00.35, 02.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.55 》¨╉╉╄╈. 【╁╄╈『┿[╇ぅ - 

╀╄╊¨[〉]]╇ぅ
02.45 》¨╉╉╄╈. ]╊¨╁┿╉╇ぅ - 

╂╄[╋┿′╇ぅ

5.50 》/《 «╂┿[┿╅»
7.45 ]╉┿╆╉┿. «′┿ ╆╊┿〈¨╋ 

╉[｠╊を『╄ ]╇╃╄╊╇...»
9.00 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄»
9.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.55 》/《 «¨╃′┿╅╃｠ ╃╁┿╃『┿〈を 

╊╄〈 ]‶〉]〈ぅ»
11.30, 21.00, 23.35 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «〈[╇ ‶╊ぃ] ╃╁┿»
13.30 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ 

╃¨╋»
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
16.10 «╉¨╂╃┿ ╁｠》¨╃╇【を ′┿ 

ぁ]〈[┿╃〉...» ╋¨]╉¨′『╄[-
〈〉 - 80!

17.25 》/《 «‶〉╊ぅ-╃〉[┿ - 5»
21.25 》/《 «╊を╁╇′┿ぅ ╃¨╊ぅ»
23.55 》/《 «╉¨′『╄[〈»
02.15 》/《 «〈┿╈′┿ «』┱[′｠》 

╃[¨╆╃¨╁»
04.05 《╇╊を╋ ╊. ╋╊╄』╇′┿
05.15 «╆╁╄╆╃｠ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ 

]‶¨[〈┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.25 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
8.55 ╊¨〈¨ «]‶¨[〈 ]〉‶╄[»
9.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.50 ╊¨〈╄[╄╇: «‶╄[╁┿ぅ ′┿『╇-

¨′┿╊を′┿ぅ», «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 》/《 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╁¨╈′｠: 
ぁ‶╇╆¨╃ 5 - ╇╋‶╄[╇ぅ ′┿-
′¨]╇〈 ¨〈╁╄〈′｠╈ 〉╃┿[»

12.25 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
20.00 》/《 «╆╁╄╆╃′｠╄ ╁¨╈′｠: 

ぁ‶╇╆¨╃ 6 - ╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 
╃╅╄╃┿ぅ»

22.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》/《 «′╄╀╄]′｠╈ ╉┿‶╇〈┿′ 

╇ ╋╇[ ╀〉╃〉】╄╂¨»
0 2 . 3 5  ] ╄ ╉ ]  ]  ┿ ′ 《 ╇ ] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
03.05 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.05 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.05 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.15 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
6.00 «╉¨[¨╊を ╃[¨╆╃¨╁╇╉». 

]╉┿╆╉┿
7.50 «]╉┿╆¨』′｠╈ ‶[╇′『». 

《ぁ′〈╄╆╇
9.40 «╋┿╉┿[-]╊╄╃¨‶｠〈». ‶[╇-

╉╊ぃ』╄′』╄]╉╇╈ 《╇╊を╋, 
1-3 ]╄[╇╇

13.30 ╀¨╄╁╇╉ «]╋╄[〈を 【‶╇¨-
′┿╋. ╉[｠╋»

20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 «′╄〉╊¨╁╇╋｠╄ ╋]〈╇〈╄-

╊╇». ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉╇╈ 
《╇╊を╋

22.30 》/《 «′¨╁｠╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄-
′╇ぅ ′╄〉╊¨╁╇╋｠》 ╋]〈╇-
〈╄╊╄╈»

00.00 》/《 «╉¨[¨′┿ [¨]]╇╈-
]╉¨╈ ╇╋‶╄[╇╇»

02.40 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.10 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╈ 〈[╇╊╊╄[ 

╂┿ぅ [╇』╇ «╉┿[〈｠, ╃╄′を-
╂╇, ╃╁┿ ]〈╁¨╊┿»

05.10 ╋〉╆｠╉┿ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 
╉┿′┿╊┿»

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

5.30 «╃┿╊を′╇╄ [¨╃]〈╁╄′-
′╇╉╇»

6.00 «╀〉╃を ╂¨〈¨╁!» ╉¨′『╄[〈 
╋╇》┿╇╊┿ ╆┿╃¨[′¨╁┿

7.50 〈/] «╆′┿》┿[を»
12.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
13.00 〈/] «╆′┿》┿[を». ‶[¨╃¨╊-

╅╄′╇╄
15.50 ╉¨╋╄╃╇ぅ «〈┿╈]╉╇╈ 

╁¨ぅ╅ ]〈╄‶┿′｠』┿»
17.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╇]‶┿′]╉╇╈ 

╁¨ぅ╅ ]〈╄‶┿′｠』┿»
19.20 》/《 «¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ′┿『╇-

¨′┿╊を′¨╈ ¨》¨〈｠»
21.20 》/《 «¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ′┿-

『╇¨′┿╊を′¨╈ [｠╀┿╊╉╇»
23.15 》/《 «¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ′┿-

『╇¨′┿╊を′¨╈ ‶¨╊╇〈╇╉╇»
01.00 》/《 «′┿[〉【┿ぅ ╆┿‶[╄〈｠»
02.40 》/《 «‶¨╉┿ ′╄ ‶¨ぅ╁╇╊-

]ぅ 〈｠»
04.00 〈/] «4400»

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

╊╄′′¨!»
13.00 «╄[┿╊┿【»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.45 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
17.45 ╀¨╄╁╇╉ «》[¨′╇╉╇ ]‶┿╈-

╃╄[╁╇╉┿»
19.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «┿]〈╄[╇╉] ╇ 

¨╀╄╊╇╉] ‶[¨〈╇╁ 『╄╆┿[ぅ»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «┿]〈╄[╇╉] ╇ 

¨╀╄╊╇╉]. ╋╇]]╇ぅ ╉╊╄¨-
‶┿〈[┿»

23.00 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-
╋╄′╄╈». ╊〉』【╄╄

00.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «[╄╀┱′¨╉ 
′┿ ╀¨[〈〉»

02.15 〈[╇╊╊╄[ «′┿ ╂[┿′╇»
04.05 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

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

5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
6.40 «DE FACTO»
6.55 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.20 «‶¨╉〉‶┿ぅ, ╁｠╀╇[┿╈!»
11.40 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.05 》/《 «╋╇╋╇′¨»
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 》/《 «╀┿╆┿ «╉╊╄╈〈¨′»
20.30, 01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
21.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
22.05 «‶[¨╉〉[┿〈〉[┿. ′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.25, 04.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 «]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
00.20 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
01.20 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
02.50 «′┿╀╄[╄╅′┿ぅ ¨[《╄╁[»
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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, 39.
– ╇ しおけかぬおけ けく いょっしぬ ぉっい ょゃうあっくうは しすけうす? 

– こけぉさっいゅけゃぇか は ょけすさけくせすぬしは ょけ ねすけゅけ けしおけかおぇ 
ゃっかうおけえ うきこっさうう.

– ╂けょぇ すさう-つっすにさっ, – こけょせきぇゃ, けすゃっすうか 
たけいはうく さぇさうすっすぇ, – すけつくっっ くっ しおぇあせ, こけきくの 
かうてぬ, つすけ すっこかけ ぉにかけ.

– ‶かけたけ ょっかけ, – ゃいょけたくせか は, – 〉 くうた けす ぉっい-
ょっえしすゃうは ゃしは さっいうくぇ さぇししにたぇっすしは: ゃしはおうっ すぇき 
しぇかぬくうおう, きぇくあっすに う こさけつうっ すぇき こさけおかぇょおう. 
′っす, は かうつくけ いぇ すぇおけっ くっ ゃけいぬきせしぬ: きぇてうくぇ 
ねすけ, おけくっつくけ, こさけしすぇは, ょぇあっ こさけとっ «╅うゅせ-
かっえ», くけ おすけ っゅけ いくぇっす? ╄しかう たけつってぬ, ╉けかぬおぇ 
こけしきけすさうす, けく ゃけょうすっかっき ゃ ぇさきうう しかせあうか, くぇ-
ゃっさくはおぇ う くぇ すぇおうた すけあっ っいょうか. ╄しかう けく いぇ-
ゃっょひす ねすけ つせょけ – すぇお う ぉにすぬ,  しぇき きけゅせ いぇ させかぬ 
しっしすぬ, ぇ くっす – すぇお くっす. 』っしすくけ ゅけゃけさは, おさぇえくっ 
しけきくっゃぇのしぬ: ぇおおせきせかはすけさ-すけ ゃっょぬ しすけ こさけちっく-
すけゃ ゃにしけた. 

– ┿おおせきせかはすけさ は くぇえょせ. ┿ ぉっい くっゅけ けく こさけ-
ゃっさうすぬ しきけあっす? – けぉけてひか ゃけおさせゅ ょさぇくょせかっすぇ 
っゅけ たけいはうく.

– ぁすけ おぇお? ぅ かうつくけ おさうゃにき しすぇさすっさけき こけかぬ-
いけゃぇすぬしは くっ あっかぇの: くっ かのぉかの は すはあひかにえ そう-
いうつっしおうえ すさせょ, – くぇけすさっい けすおぇいぇかしは は. – ‶せしすぬ 
すゃけえ ╋うつきぇく っゅけ う おさせすうす, ぇ ╉けかぬおぇ こけょ おぇこけ-
すけき こけおけゃにさはっすしは, けく ねすけ ょっかけ かのぉうす. 

′ぇ すけき う けしすぇくけゃうかうしぬ. ╉けかはきぉぇ, せいくぇゃ, つすけ 
いぇ きぇてうくせ たけすはす けすょぇすぬ っきせ くぇ さぇしすっさいぇくうっ, 
かうてぬ くけしすぇかぬゅうつっしおう いぇせかにぉぇかしは う おうゃくせか: 
«‶けてかう». ╋に し ╁ぇくぬおけえ しうょっかう いぇ さぇいょっかけつ-
くにき しすけかけき, こけちっあうゃぇは ゅけさぬおせの しけ しゃっあうき 
かせつおけき, きけさはつけお ょさぇうか きぇてうくせ, こにすぇはしぬ 
ゃけししすぇくけゃうすぬ こっさゃけくぇつぇかぬくにえ ちゃっす, ゃけょうかぇ 
あっ しゃっつう ゃにおさせつうゃぇか, つうしすうか うた くぇあょぇつおけえ, 
ゃっしっかけ くぇしゃうしすにゃぇは, いぇすっき, せあっ こけさせゅうゃぇはしぬ, 
こけょおさせつうゃぇか (うかう – さぇしおさせつうゃぇか?) さぇいくにっ すぇき 
ゅぇえおう, ぉさっくつぇ おかのつぇきう. ′ぇおけくっち, いぇゅかはくせゃ ゃ 
おぇぉうくせ, つすけ-すけ しおぇいぇか しゃけっきせ くぇこぇさくうつおせ, こけ-
しかっ つっゅけ すけす くぇつぇか こさけすうさぇすぬ せあっ ゃ しぇかけくっ, う 
こけょけてひか お くぇき:

– ╄しかう こけゃっいひす, ょけかあくぇ いぇゃっしすうしぬ. ╇ゃぇくにつ, 
は ゃっょぬ しけすけつおせ いぇしかせあうか?

– 〈に あっ いぇ させかひき! – ゃけいきせすうかしは は.
– ┿ すに こけきくうてぬ, つすけ くぇし たけすぬ さぇい ゅぇうてくう-

おう けしすぇくぇゃかうゃぇかう? ╃ぇ けくう けす くぇし てぇさぇたぇのすしは 
くっ たせあっ, つっき けす さうすせぇかぬくにた, たけすぬ くぇ おさぇしくにえ 
こっさっょ しぇきにき うた くけしけき っょぬ – くぇゃっさくはおぇ くっ 
すけさきけいくせす, っしかう くっ きけかけょにっ-いっかひくにっ. ┿ つすけ 
せあ ゅけゃけさうすぬ こさけ ょゃけえくせの しこかけてくせの: は っひ う 
ゃけゃしっ くっ いぇきっつぇの. 〈ぇお おぇお? – う ╉けかぬおぇ あぇょくけ 
こけしきけすさっか くぇ しすけか.

┿ ゃっょぬ けく こさぇゃ: くう さぇいせ くぇし くっ けしすぇくぇゃかう-
ゃぇかう. ╋っくは くぇ きけっえ «かぇしすけつおっ» – こけあぇかせえしすぇ, 
けす きけうた あぇかおうた (こけすけきせ, つすけ きくっ うた あぇかおけ!) 
させぉかうてっお くうおすけ くっ けすおぇいにゃぇかしは, ぇ おぇお くぇ ねすけき 
«╂ぇいけくつうおっ» っょっき – ゃしっ ぇあ くけしに ゃけさけすはす, つう-
しすけこかのう. ╉ぇお ぉせょすけ しぇきう かせつてっ! 

– ╊ぇょくけ, いぇゃっょひてぬ – つぇこくってぬ, くぇき くっ あぇか-
おけ, ょぇ, ╁ぇくぬ? ╇ょう お しゃけっきせ きけさはつおせ, さっいうくせ 
すぇき こさけゃっさぬ, ぇ すけ, ゃけく ゃうょうてぬ しこせとっくくぇは 
けくぇ ゃしは.

– ‶さう つひき いょっしぬ さっいうくぇ, う – いぇゃっょひてぬ? – 
ゃけいきせすうかしは ╉けかはきぉぇ. – ′っつっしすくけ すぇお, ╇ゃぇくにつ! 

– ╁しひ つっしすくけ: ゃしっ ういなはくに くぇょけ ゃにはゃうすぬ くぇ 
ぉっさっゅせ: こけすけき こけいょくけ ぉせょっす. ╇ょう う うくしこっおすう-
させえ. ┿おおせきぇ-すけ しけゃしっき しょけたかぇ? 

– ぁた, ╇ゃぇくにつ, ╇ゃぇくにつ, – せあっ し ゅけさっしすぬの こけ-
しきけすさっか けく くぇ しすけか, – ]せたぇは けくぇ, おぇお きけは ゅかけす-
おぇ. ‶ぇさぇ ぉぇくけお っとひ すせょぇ-しのょぇ, くけ ねすけ, しぇき こけ-
くうきぇってぬ…  –  う ゅさせしすくけ こけぉさひか お きぇてうくっ.

』すけ-すけ くっきくけゅけ くったけさけてけ こけかせつうかけしぬ: きくっ 
つすけ, ╁ぇくぬおうくけえ ゃけょおう あぇかおけ? ‶せしすぬ ぉに こはすぬ 

きうくせす こけしうょっか し くぇきう, こっさっおせさうか ょぇ けすょけたくせか 
けす すさせょけゃ こさぇゃっょくにた, けす きっくは ぉに くっ せぉにかけ. 
╁けす う たけいはうく, こけたけあっ, こさうょっさあうゃぇっすしは すけゅけ 
あっ きくっくうは:

– ╉させすけ すに し くうき, せゃぇあぇっきにえ. ′け – すゃけひ 
ょっかけ, すに くぇつぇかぬくうお.

– ╁けす うきっくくけ, – さぇいけいかうかしは は くぇ しっぉは しぇきけ-
ゅけ, – ╁しはお しゃっさつけお いくぇえ しゃけえ てっしすけお. 〈に あっ 
ゃけく しゃけっゅけ くっ ぉぇかせってぬ, ぇ は つすけ, すぇおうき ょけぉさにき 
ゃにゅかはあせ? ╉しすぇすう, すに ゅょっ っゅけ すぇおけゅけ くぇてひか?

〈けす いぇひさいぇか くぇ きっしすっ, しけ しきぇおけき こけあっゃぇか 
かせつけお, こけきけさとうかしは, こかっしくせか っとひ こけ ょっちぇかせ, 
ゃにこうか う いぇおせさうか:

– ぁすけ こさけしすけ: は っゅけ くぇおけさきうか う こけしっかうか ゃ 
つせかぇくっ. ¨く ゃしっき ょけゃけかっく. ┿ すっぉっ-すけ つすけ?

– ╃ぇ すぇお, くうつっゅけ. ′け くぇ さにぉぇかおせ っゅけ くぇょけ 
けょくけいくぇつくけ ゃいはすぬ: っしかう つすけ, おすけ うい はきに くぇて 
すぇさぇくすぇし ゃにすぇしおうゃぇすぬ ぉせょっす? ╃ぇ う けたかぇきけくに 
ゃょさせゅ いぇたけすはす せ すっぉは くぇ たぇかはゃせ せゅけしすうすぬしは? 
‶さぇゃうかぬくけ は ょせきぇの? ¨こぇ, しすけえ: おぇこけす けこせしすう-
かう. ‶さけぉけゃぇすぬ, こけたけあっ, くぇつくせす. 

«╉けいかうお» つうたぇか, そにさおぇか, くけ, くっしきけすさは くぇ 
ゃっしぬ ねくすせいうぇいき ╋うつきぇくぇ, いぇゃけょうすぬしは くうおぇお 
くっ たけすっか. ╋うくせす つっさっい こはすぬ ╉けかぬおぇ, きぇすっさはしぬ, 
けこはすぬ けすおさにか おぇこけす, う けこはすぬ くぇつぇか すぇき  おさせ-
すうすぬ-ゃっさすっすぬ. ┿ゅぇ, ゃけす う くぇしけし ょけしすぇか: くぇゃっさ-
くけっ, さってうか おぇさぉのさぇすけさ こさけょせすぬ, は しぇき こけさけえ 
すぇお こけしすせこぇの. ‶さぇゃょぇ, は, ゃ けすかうつうっ けす くっゅけ, 
くっ いくぇの, おせょぇ くぇょけ ょせすぬ, う こけねすけきせ こさけょせゃぇの 
ゃしっ ょにさおう おゃぇょさぇすくけ-ゅくっいょけゃにき きっすけょけき, おぇお 
ゅけゃぇさうゃぇか しけしっょ-そうかけしけそ. ′け せ きっくは-すけ きけひ 
つせょけ ゃしひ あっ さぇくけ うかう こけいょくけ いぇゃけょうすしは, すぇお 
つすけ こけしきけすさうき, つすけ ゃにえょっす せ ねすけゅけ こさけそっし-
しうけくぇかぇ: けく-すけ すけつくけ いくぇっす, ゅょっ すぇき あうおかっ-
さに-そうゅかっさに こけくぇこうたぇくに. 〈ぇお, こけたけあっ, くぇつう-
くぇっすしは こけこにすおぇ くけきっさ ょゃぇ. ╇ – しっおせくょ つっさっい 
ょゃぇょちぇすぬ ょゃうあけお しくぇつぇかぇ いぇょゃけうか, こけすけき くぇ-
ぉさぇか けぉけさけすに, こけつうたぇか, いぇすさけうか, う, くぇおけくっち, 
さけゃくけ いぇせさつぇか. ╋けかけょちに, きせあうおう! ぅ こけきぇくうか 
うた させおけえ:

– ‶けょたけょうすっ, いぇさぇぉけすぇかう! ╁ぇくぬ, ょぇゃぇえ う 
すゃけっきせ くぇかぬひき: こさはくうお うくけゅょぇ ゃしひ あっ くぇょけ 
ょぇゃぇすぬ. 〈に こけゅけょう, は いぇ しこうさすけき したけあせ, ぇ すけ 
せ すっぉは せあっ こけつすう おけくつうかけしぬ, – ゃっさくせゃてうしぬ, 
こけしすぇゃうか そかぇおせておせ くぇ しすけか. – ぁすけ けす きっくは 
かうつくけ. ╁ぇくぬ, いくぇつうす すぇお: し すっぉは ぇおおせきせかはすけさ, 
すに けぉっとぇか, くっ いぇぉにか っとひ? ╋うつきぇく, すに けおけく-
つぇすっかぬくけ こさうゃけょうてぬ きぇてうくせ ゃ こけさはょけお う しきけ-
すさうてぬ いぇ おけかひしぇきう, つすけぉに うた くっ くぇょけ ぉにかけ 
つっさっい おぇあょにっ こはすぬ おうかけきっすさけゃ こけょおぇつうゃぇすぬ. 
┿ すに, ╉せかうぉうく, こけょせきぇえ すぇき, こけしきけすさう, つすけ 
くぇょけ くぇ ゃしはおうえ こけあぇさくにえ うい いぇこつぇしすっえ し しけ-
ぉけえ こさうたゃぇすうすぬ: てかぇくゅけゃ すぇき, さっきくっえ, くっ 
いくぇの, すっぉっ ゃうょくっっ. ╃ぇ, う ぉっくいうくつうおぇ しさぇいせ, 
しおけかぬおけ きけあってぬ, いぇかっえ: くっ こけこさひてぬ あっ し しけ-
ぉけえ おぇくうしすさせ. ╁しひ, こかぇくひさおぇ いぇおけくつっくぇ. ‶さう-
しぇあうゃぇえすっしぬ, きったぇくうおう, ゃきっしすっ ゃにこぬっき, ぇ すけ 
くぇき ょぇかぬてっ しおけさけ ったぇすぬ くぇょけ. 

╁ぇくは いぇこさけしうか し きっくは っとひ すさひた しけぉぇつぇすうく 
しせゅせぉけ こけょ さにぉぇかおせ, ゃ つひき は, っしすっしすゃっくくけ, 
すけきせ くっ けすおぇいぇか: きくっ-すけ こせしすぬ たけすぬ う ゃしった 
けしすぇゃてうたしは いぇぉうさぇっす, くぇてうき かっゅつっ – くぇ しおけ-
すけきけゅうかぬくうお くっ くぇょけ ぉせょっす ったぇすぬ. ′け – くっ 
ゅけゃけさうすぬ あっ っきせ けぉ ねすけき, すぇお きけあくけ う ちっくせ 
しぉうすぬ, ぇ くぇき ねすけ くう お つっきせ. ┿ っしかう せ ╁ぇくう こけえ-
ょひす ぉういくっし くぇ ねすうた こかはあぇた – すぇお きけあくけ ぉせょっす 
いぇ しっいけく う ゃけゃしっ くぇ すっかっゃういけさ くけゃにえ くぇおけ-
こうすぬ. ぅこけくしおうえ, こさういくぇすぬしは, たけつせ: くぇょけっか きくっ 
きけえ おさぇしくけ-しうくうえ «[せぉうく». ╃けゅけゃけさうかうしぬ くぇ 
しっきぬ せすさぇ ゃ しせぉぉけすせ: さぇくぬてっ きに し ╉けかぬおけえ ょけ-
しのょぇ ょけぉさぇすぬしは こさけしすけ くっ しきけあっき, ぇ くぇ すぇおしう 
っいょうすぬ – こしうたけゃ くっす. 

╀せょくうつくけ さぇいゅさせいうゃてうしぬ くぇ きけゅうかぬくうおっ, 
こけったぇかう くぇ 〉さぇかきぇてっゃしおうえ さにくけお: くっ いぇ-
ぉにか は こさけ しゃけひ あっかぇくうっ こさうけぉさっしすう ょあうくしに. 
┿ こけつっきせ ぉに う くっ すぇき? ′っ ゃ そうさきっくくけき あっ 
きぇゅぇいうくっ うた こけおせこぇすぬ: ょかは ねすけゅけ, くぇゃっさくけっ, う 
しけぉぇつっお くせあくけ しょぇゃぇすぬ そうさきっくくにた, ぇ せ きっくは 
しこかけてぬ う さはょけき ょゃけさくはゅう. ╁にぉうさぇか は くっょけかゅけ: 
はしくけ, つすけ こけょょっかおぇ こけかぬしおぇは うかう すせさっちおぇは, くけ 
けつっくぬ ょぇあっ こけたけあっ くぇ くぇしすけはとうっ. ╁にすけさゅけ-
ゃぇゃ せ おさのつおけくけしけゅけ こさけょぇゃちぇ っとひ う さっきっくぬ お 
くうき, は さぇしこかぇすうかしは う くぇこさぇゃうかしは ゃ こぇゃうかぬけく, 
ゅょっ すけさゅせのす きはしくにきう こさけょせおすぇきう: いょっしぬ こけ-
おせこぇすぬ ゃしはおけ ょってっゃかっ, つっき ゃ きぇゅぇいうくっ. ′け, 
おさけきっ いぇこかぇくうさけゃぇくくにた おせさうくにた しせぉこさけょせお-
すけゃ, は くっ せょっさあぇかしは けす しけぉかぇいくぇ う こさうおせこうか 
お くうき っとひ う すさう きけしかぇ: ょゃぇ – くぇ しかっょせのとうえ 
しせこ, う っとひ けょうく – こっさしけくぇかぬくけ ょかは ╃けぉさけゅけ. 
‶せしすぬ いくぇのす しけぉぇつおう, つすけ こけしすさぇょぇかう けくう くっ 
こさけしすけ すぇお, ぇ いぇ ょさせゅう しゃけは. ╉せてぇえ, ╃けぉさにえ, 
おけしすけつおせ, ょぇ くっ うおぇえ. 

╁っつっさおけき きに し きけうき けおおせこぇくすけき こけゅせかは-
かう, は けぉさぇぉけすぇか っゅけ さぇくおせ, おけすけさぇは, くぇ きけえ 
ゃいゅかはょ, くっ ゃにいにゃぇかぇ くう きぇかっえてうた けこぇしっくうえ, 
しゃぇさうかう しせこ, こけおせてぇかう, う, ょぇあっ くっ こけしきけ-
すさっゃ すっかっゃういけさ, いぇゃぇかうかうしぬ しこぇすぬ. ] せすさぇ あっ 
けこはすぬ こさうてかけしぬ させゅぇすぬしは: ねすけ あうゃけすくけっ, たけすぬ 
う ょさにたかけ くぇ しゃけっえ かっあぇくおっ, くけ ゅけかけゃせ こけかけ-
あうかけ-すぇおう くぇ きけう くけゃひたけくぬおうっ ょあうくしに, こさけ 
おけすけさにっ は ゃつっさぇ う いぇぉにか しけゃしっき し ねすうき しせこけき. 
]かぇゃぇ ╀けゅせ, たけすぬ おさけゃぬの しゃけっえ くっ ういきぇいぇか, ぇ 
すけ は すけつくけ ぉに けぉうょっかしは, う たさっく っきせ, ぇ くっ おけ-
しすけつおぇ. ‶けょてうゃ けぉくけゃおせ う こけおぇいぇゃ くぇ こさけとぇ-
くうっ こしせ おせかぇお, ゃ しきはすっくくにた つせゃしすゃぇた けすこさぇ-
ゃうかしは ゃ こっさっょっさあおせ: おぇお-くうおぇお, ゃけいきけあくけ, 
つすけ う こけしかっょくうえ ょっくぬ すぇき けすさぇぉけすぇすぬ しっゅけょくは 
けしすぇかけしぬ. ′っしこけおけえくけ くぇ ょせてっ, くっしきけすさは くぇ 
こさはき-すぇおう かっすくのの こけゅけょおせ: ょぇあっ ゃ しすけかぬ さぇく-
くうえ つぇし しけかくにておけ せあっ せしこっかけ くぇゅさっすぬ ゃけいょせた, 
う けす ぇしそぇかぬすぇ, きけおさけゅけ けす くけつくけゅけ ょけあょは, 
しかっゅおぇ こぇさうかけ. ′け きくっ あっ, くっせっきくけきせ, けょくけゅけ 
すけかぬおけ ぇしそぇかぬすぇ きぇかけ? ′ぇょけ あっ ゃしっ ょゃけさに こけ 
ょうぇゅけくぇかう こっさっしっつぬ: すぇお, ょっしおぇすぬ, おけさけつっ! ┿ 
け すけき, つすけ ゃしっ すさけこうくおう こけょ ゃけょけえ つせすぬ かう くっ 
こけょ とうおけかけすおせ いぇかうすに, すぇお ねすけ くっゃぇあくけ. ╁けす 
う こさにゅぇえ すっこっさぬ, ‶ぇてぇ, おぇお おけいかうお, し おけつおう 
くぇ おけつおせ, つすけぉに ょあうくしに しゃけう ょさぇゅけちっくくにっ 
し おさけししけゃおぇきう くっ いぇきけつうすぬ. ╂かはょは すけかぬおけ 
しっぉっ こけょ くけゅう, つせすぬ ぉにかけ くっ ゃさっいぇかしは ゃ ょっ-
さっゃけ: はぉかけくぬおぇ. ╁けゃさっきは したゃぇすうゃてうしぬ こけしかっ 
けつっさっょくけゅけ こさにあおぇ いぇ くっひ させおけえ, つすけ すぇ, こけ 
ゃしっえ ゃうょうきけしすう, ゃけしこさうくはかぇ おぇお こさうゃっすしすゃうっ, 
こけかせつうか けすゃっす ゃ ゃうょっ ゅさぇょぇ おぇこっかぬ, すせす あっ こけ-
しにこぇゃてっゅけしは きくっ くぇ ゅけかけゃせ. ]すさぇくくけ: う おけゅょぇ 
けくぇ せしこっかぇ いょっしぬ ゃにさぇしすう? ]おけかぬおけ さぇい いょっしぬ 
たけょうか – う くっ いぇきっつぇか. ╇てぬ, おさぇしうゃぇは-すけ おぇおぇは, 
ゃ ちゃっすせ ゃしは. ╇ ちゃっすけつおう くっあくけ-さけいけゃにっ すぇおうっ, 
ゃ ぇかきぇいくにた さけしうくおぇた ょけあょは. ╆ぇおせさうゃ, けすけてひか 
くっきくけゅけ ゃ しすけさけくおせ, かのぉせはしぬ くっあょぇくくにき つせ-
ょけき. ╃ぇあっ しかっゅおぇ けぉうょくけ: ゅょっ あっ きけう ゅかぇいぇ-すけ 
さぇくぬてっ ぉにかう? 〈ぇお すっぉっ う くぇょけ, ╇ゃぇくにつ, つぇとっ 
くぇょけ くぇ くっぉっしぇ ゃくうきぇくうっ けぉさぇとぇすぬ, くぇ いっき-
かうちせ くぇしきけすさっすぬしは ゃしっゅょぇ せしこっってぬ. ‶けしすけはゃ 
っとひ し きうくせすおせ, くぇ こさけとぇくうっ こけゅかぇょうか きけおさせの 
おけさせ う こけこさにゅぇか ょぇかぬてっ, お けしすぇくけゃおっ.

¨しすけさけあくけ こけしすせつぇゃ ゃ ょゃっさぬ ‶ぇかくに, いぇゅかは-
くせか:

– ╃けぉさけっ せすさけ, きけあくけ?
– ┿, こさけたけょう, ‶ぇてっくぬおぇ, – ぉけょさけ けすゃっすう-

かぇ たけいはえおぇ. – ╁さけょっ ゃしひ こさうぉさぇかぇ, ょぇ すけかぬおけ 
ょっかぇ しょぇゃぇすぬ くっおけきせ. ¨た, すに! ╋けょくうお  おぇおけえ! 
]すけえ-しすけえ! – こけきぇたぇかぇ けくぇ させおけえ. – ぁすけ あっ しけ-
ゃしっき ょさせゅけっ ょっかけ! ‶けょしすさうつぬしは, ょぇ させぉぇておせ 

こけしすうさぇすぬ – う ゃけゃしっ あっくうた. ╋けかけょっち. ╁しひ, くぇ-
かのぉけゃぇかぇしぬ, こさけたけょう, しぇょうしぬ, – う いぇきけかつぇかぇ, 
こけょこっさっゃ かぇょけておけえ こけょぉけさけょけお. 

– ┿ つすけ ゃぇき きけは させぉぇておぇ? – けゅかはょっか は しっぉは, 
– ぅ うた ょゃぇ さぇいぇ ゃ くっょっかの きっくはの, つうしすぇは ょけかあ-
くぇ ぉにすぬ. ┿ つすけ ゅかぇょうすぬ かっくのしぬ – すぇお っひ あっ ゃしひ 
さぇゃくけ こけょ おせさすおけえ くっ ゃうょくけ. ╀せょっす しけゃしっき せあ 
あぇさぇ – こけゅかぇあせ, ゃけす. 

〈ぇ せしきったくせかぇしぬ:
– ╊ぇょくけ, すゃけひ ょっかけ. ぅ しきけすさの, し けしすぇかぬくに-

きう きせあうおぇきう くっ ゅせかはってぬ? ]ゃけうきう ょっかぇきう いぇ-
くうきぇってぬしは? – う ゃいょけたくせかぇ. – ╃ぇ… ╀にか ょうさっお-
すけさ, ょぇ ゃっしぬ ゃにてっか.

– ╃ぇ ゃに つすけ! ╊のしぬ ‶ぇかくぇ, は あっ っいょうか こけ 
こっさゃけきせ くけきっさせ, つすけ あっ ゃに すぇお?

– ぁすけ おけゅょぇ? – せょうゃうかぇしぬ けくぇ, – ╇ しおけかぬおけ 
けすゃひい?

– ]っきくぇょちぇすぬ, – ゃっしっかけ けすゃっすうか は, – ╃ぇ, 
っとひ こかのし ╃けぉさにえ.

– ╉ぇお?! – ゃしおうくせかぇしぬ すぇ, – ╉ぇお ╃けぉさにえ?! – 
う こけくうおかぇ, – 》けすは すに こさぇゃ: ゃしひ かせつてっ, つっき 
いょっしぬ しけあさせす. ¨た, ‶ぇてっくぬおぇ… ぅ う くっ いくぇかぇ. 
╇いゃうくう.

ぅ こけあっゃぇか ゅせぉぇきう, くっ いくぇは, おぇお しおぇいぇすぬ. 
]すさぇくくぇは しうすせぇちうは こけかせつうかぇしぬ, いぇすけ (すぬそせ-
すぬそせ) し たけさけてうき おけくちけき. ╆ぇおせさうゃ ぉっい しこさけしぇ, 
こけょゃうくせか お しっぉっ こっこっかぬくうちせ:

– ぅ っゅけ こけおぇ お しっぉっ ゃいはか. ╁けす すぇおうっ こうさけゅう, 
‶ぇかくぇ. ]ぇておせ ゃけく ゃにこせしすはす, くぇょっのしぬ っきせ けす-
ょぇすぬ. ╄しかう ぉに ゃに ゃうょっかう, おぇお けくう ょさせゅ し ょさせ-
ゅけき ゃ ぉけかぬくうちっ うゅさぇかう! ╅ぇかおけ, つすけ ゃぇし すぇき 
くっ ぉにかけ: ゃに ぉに すけつくけ こけさぇょけゃぇかうしぬ. ‶ぇかくぇ, 
ゃに つっゅけ?

]うょうす, こかぇつっす. ╁けす ゃっょぬ ぉっいけぉさぇいうは-すけ おぇ-
おぇは! ′っせあっかう けくぇ すけあっ ╃けぉさけゅけ しっぉっ いぇぉさぇすぬ 
たけすっかぇ? ┿ は ゃいはか う こけしこってうか, おぇお ゃしっゅょぇ, ょせ-
さうかぇ.

– ‶ぇかくぇ, っしかう たけすうすっ, は ゃぇき っゅけ けすょぇき, つっしす-
くけっ しかけゃけ! 』すけ あっ ゃに すぇお-すけ? ぅ あっ くっ くぇゃしっゅょぇ 
っゅけ ゃいはか, くぇ ゃさっきは! ‶ぇかくぇ, は っゅけ たけすぬ しっゅけょくは 
あっ こさうゃっいせ, すけかぬおけ くっ こっさっあうゃぇえすっ すぇお!

– ′っ くぇょけ, ‶ぇてっくぬおぇ, – こけかけあうかぇ すぇ きけ-
おさせの かぇょけくぬ くぇ きけの させおせ. – ぅ こけぉけはかぇしぬ っゅけ 
ぉさぇすぬ, しかぇぉぇは は. ╃ぇあっ くっ うくすっさっしけゃぇかぇしぬ, おぇお 
けく すぇき: ぉけはかぇしぬ, つすけ っゅけ せあっ しなっかう. ]せおぇ は 
こけしかっょくはは う すさせしかうゃぇは, ゃけす おすけ は, う くっ しこけさぬ, 
は-すけ いくぇの. ╇ょう, ‶ぇてっくぬおぇ, しこぇしうぉけ すっぉっ, ょぇ 
たさぇくうす すっぉは ╂けしこけょぬ. ╁しひ, うょう: は しつぇしすかうゃぇ, 
きくっ う ゃこさぇゃょせ せあっ たけさけてけ. 

《せた, くっ こけえきひてぬ ねすうた あっくとうく. ╇かう ねすけ は 
すぇおけえ すせこけえ? 〈けあっ くっ うしおかのつっくけ: ぉにか ぉに こけ-
せきくっっ, いょっしぬ ぉに くっ さぇぉけすぇか. ′け ねすけ くうつっゅけ: 
おぇお ゅけゃけさうす ╋うたっえ,  «きくけゅけきせょさうっ せきくけあぇっす 
しおけさぉぬ», ぇ くぇき しおけさぉぬ くう お つっきせ, くぇき さぇぉけ-
すぇすぬ くぇょけ, つすけぉに けす ねすけえ きせょさひくけえ ゅけかけょせたう 
くっ こけょけたくせすぬ. ╃けえょは ょけ くぇてっえ きぇてうくに, くぇおう-
くせか ょさぇくにえ たぇかぇす, いぇたゃぇすうか てうかけ し ょせぉうくおけえ, 
う こけすけこぇか お ぇくゅぇさせ. ¨こはすぬ, ゅぇょに, おっさけゅぇいはす! 
]ょっかぇゃ しゃうさっこせの きけさょせ, ゃにてっか おけ ゃしっえ ぉさぇ-
すうう うい-いぇ せゅかぇ, こけうゅさにゃぇは ょせぉうくおけえ:

– 』すけ, くっ あょぇかう? – «てかひこ-てかひこ» けぉ かぇょけくぬ, 
– ┿ は こさうてひか. ] おけゅけ くぇつぇすぬ?

‶けたけあっ, くっ あょぇかう: ′うおぇ おぇお くひし おけ さすせ しすぇ-
おぇく, すぇお う いぇしすにか し くうき, たかけこぇは ゅかぇいぇきう ゃしかっょ 
いぇ おぇあょにき てかっこおけき こけ きけっえ かぇょけくう. ╃ぇ う 
けしすぇかぬくにっ すけあっ くっ おさぇてっ: すぇおぇは おぇさすうくぇ, おぇお 
ぉせょすけ せ すさうょちぇすう すさひた ぉけゅぇすにさっえ しこっさゃぇ うい-
こけょ しぇきけゅけ うた くけしぇ ╊のょきうかせ しこひさかう, ぇ すっこっさぬ 
う いぇ くうきう しぇきうきう ゃっさくせかうしぬ. ぅ きぇたくせか させおけえ:

– ╁しっき – こうすぬ う ゅせかはすぬ! ╁けかぬくけ, ぉかうく! ╉けかぬ-
おぇ, すに-すけ つすけ すせこうてぬ? ‶けょゅけくはえ お おかっすおぇき きぇ-
てうくせ, ょぇ こけったぇかう.

РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ, НАВОЗ, 

ПЕСОК от 1 куб. м
Т. 8-912-26-91-250
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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

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е
К
Л
А
М
А



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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-912-66-67-
219.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしに ゃ ぇさっくょせ. 8-922-10-
49-103.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ょぇっすしは こけきっとっくうっ ゃ ぇさっく-

ょせ. 『. 61 き2, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1. 
8-950-55-02-845.

[╄╉╊┿╋┿

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., 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, こ. ]ぇさぇこせかおぇ. 8-922-21-
81-406.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, せか. ]けかくっつくぇは, くけゃにえ, うい 
ぉさせしぇ, 230 き2, けおくぇ こかぇしすうお., ゃに-
しけすぇ ちけおけかは 3,5 き2 (こっさっおさにす こかう-
すぇきう), こけか いぇかうゃくけえ. ╂ぇい, ゃけょぇ, 
おぇくぇかういぇちうは, ね/ね – 380 ╁. ╋ぇくしぇさ-
ょぇ, おさにてぇ きっすぇかけこさけそうかぬ, ぉぇくは, 
8 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 3500 す.さ. 8-912-26-70-758. ]けぉ-
しすゃっくくうお. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, せか. ╂けさくはおけゃ, ょっさっゃ., ゅぇい, 
ゃけょぇ. ╇かう けぉきっく. 8-908-90-72-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╋けくっすくにえ, 54 き2, ゅぇい, 
けすけこかっくうっ, 13 しけす., ぉぇくは, すっこかうちぇ. 
『. 2500 す.さ. 〈けさゅ. 3-49-79, 8-950-
64-82-631. 

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, ゃ つっさすっ ゅけさけょぇ, せたけあっく. 
8-912-66-75-989. ]けぉしすゃっくくうお.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに, さ-く 【う-
かけゃおう. 8-909-01-23-394. ]けぉしすゃっくくうお.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ お/し わ8, 3 しけす., ょけき ぉさっゃ. 
くぇ そせくょぇきっくすっ, ねか-ゃけ, かっすくうえ ゃけょけ-
こさけゃけょ. 『. 300 す.さ. 4-72-39.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つぇしすけお こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
せか. ]けかくっつくぇは, 10 しけすけお いっきかう ゃ 
しけぉしすゃっくくけしすう. ╉けききせくうおぇちうう こけ 
せかうちっ. 『. 1900 す.さ. 8-912-26-70-758. 
]けぉしすゃっくくうお.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけそかうしす し-8, 2-た き, けちうく-
おけゃぇくくにえ, 55 てす., 450 させぉ./かうしす, 
せゅけかけお 40, 17 てす., 200 させぉ./てす. 
8-953-00-29-606.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶せょさぇ ぉさけくいけゃぇは. 8-952-13-
64-235.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╀させし, 150た150, 10 き3, こけしかっ たさぇ-
くっくうは «かっあぇかにえ», くっ ゅくうかけえ, きけあ-
くけ ょかうくけえ けす 2-6 き – 50%, けしすぇかぬ-
くけっ 6 き, すぇおあっ ぇさきぇすせさぇ Ø 10-14. 
8-904-54-06-055.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-919-36-28-185.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 4 き, さっそさ. 8-904-17-
04-986.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊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.

[╄╉╊┿╋┿

• こけ [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ (2 きっし.), おけくしおうえ 
くぇゃけい ゃ きっておぇた, せか. ]ゃけぉけょに, 
71. 8-906-80-63-304.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っくけ. 8-902-26-15-461.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉けさき ょかは しおけすぇ, ち. 200 させぉ. 
きってけお. ╃けしすぇゃおぇ ぉっしこかぇすくけ. 
8-922-18-81-246.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ. 8-950-63-28-079.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶っすせたう, こけさけしはすぇ. 8-912-66-
01-625.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿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
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╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

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

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 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.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆–21093. 8-922-19-53-896.
[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

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

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけしゃぇさとうお, ぉっすけく-

とうお, おぇきっくとうお, てすせおぇすせさ-
きぇかはさ. 8-922-17-61-201.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╅っくとうくぇ, 55 かっす, うとせ さぇぉけすせ 
せぉけさとうちっえ, くっこけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ, 
こ. ╊っくうくしおうえ. 8-909-70-09-816.

[╄╉╊┿╋┿

[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

『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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «〉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

• [っきけくす 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇさせあくぇは さっおかぇきぇ, ゃにゃっ-

しおう, すぇぉかうつおう. 8-950-63-15-641.
[╄╉╊┿╋┿

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 [╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿



• ╁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. 

[╄╉╊┿╋┿

• 【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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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 (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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊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.

[╄╉╊┿╋┿

15ÂÀÊÀÍÑÈÈ, ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
21 àïðåëÿ
2011 ãîäà

[╄
╉╊

┿╋
┿

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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

• ダ┊┍─ 
• デ┅┉└-┄│┅┐┈
• ゼ┅┆┊┎┌┍─┒┍┛┅ ┄│┅┐┈
• ダ┒┄┅┋┊─ ┊│─┐┒┈┐
• ヂ┋┈┒┊─
• ズ─┌┈┍─┒

┧╄》╄〈』′ょ ‶╄を╉『』╆╄
【[. ┧╄╇╄》′〈╄,  10, 

┶┺ "┤[ぉょ〈『" 
8-950-63-34-719

[╄╉╊┿╋┿

た＜０８ＡＤＱ０ｒ １ｂｆ４０ＮＺＡＷＦｒだ
［Ａ８ＡＱＦＡ １ｂｆく ｂｉＡＺ０が Ｘ８０ｉ０ ＳＺｉＡＺＱＳＸＺＦが 

ＬＳＱＸｂＮｎＺ０ｇＦＦ ＵＳ １ｂｆく ｂｉＣＺｂ ８Ｎｒ 『∞く 
¢ＡＱ０ ８Ｓ４Ｓ３ＳＷＱ０ｒく  ヴどΑヵどΒヱが ΒどΓヰヶどΒヱどヵΒどヲΓヱ

[╄
╉╊

┿╋
┿

∞∴〉〈∞∴『●°『○ °∴〉〕′〉°♂● ［≦〈『°〉÷§く 
∴０１ＳＺ０ ３ ４く 〕ＡＷＣＥＳ３ＸＬＦＧく

°ＷＡ１Ｓ３０ＱＦｒぎ Ｑ０ＮＦｉＦＡ ３ＸＡｆ Ｌ０ＺＡ４ＳＷＦＧが 
ＳＺＸｂＺＸＺ３ＦＡ ３ＷＡ８Ｑｍｆ ＵＷＦ３ｍｉＡＬく 

ヴどヶヱどΑヱが Ｅ３ＳＱＦＺｎ ３ Ｗ０１ＳｉＡＡ ３ＷＡＰｒ Ｘ Γくヰヰ ８Ｓ ヱΑくヰヰ ｉく

[╄
╉╊

┿╋
┿

┳》╉╈《》′ょ』′ゅ 』》╉╅【╉』『ょ:

┥┷┯╀┨┲┫┩┴┬┵┶
ï Ü/ë ç ¡íëáñëñ

8-919-39-15-092

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ "【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, ç/ï 

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

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

Тепли@ы
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 м

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014

[╄
╉╊

┿╋
┿

Блоки 
из полистеролбетона 

ＱＡ ４ＳＷＦＺ 
３Ｎ０４ｂ ＱＡ ３ＵＦＺｍ３０ＡＺ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄╉╊┿╋┿

◊ ┑┍┉〞┏┞-┏〞┐┑┍┖┌┇┉〞 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

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ "╀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:

ダ┏┒┎│─┟ ┊┎┌┏─┍┈┟ ┏┐┈┌┅┒ ┍─ ┐─━┎┒┓ áóõãàëòåðà 

│ ┒┐─┍┑┏┎┐┒┍┎-┑┊┋─┄┑┊┓┞ ┑┋┓┆━┓.
バ┑┋┎│┈┟: ┐─━┎┒─ ┍─ ┑┊┋─┄┅ │ ┃. カ┅┐┅┇┎│┑┊┈┉. デ┒─┍┄─┐┒┍┛┉ ┃┐─└┈┊. 

ケ┛┏┋─┒─ ┇─┐─━┎┒┍┎┉ ┏┋─┒┛ ┑│┎┅│┐┅┌┅┍┍┎ 2 ┐─┇─ │ ┌┅┑┟┖. 
ゲ/┏ ┎┒ 14000 ┐┓━. ダ┏┛┒ ┐─━┎┒┛ ┎┒ 1 ┃┎┄─.

Êîíò. òåë. 8-912-69-95-200. Åëåíà Âàñèëüåâíà [╄
╉╊

┿╋
┿

• ¨¨¨ «》ぇさけく» すさっぉせっすしは さぇい-
くけさぇぉけつうえ. 8-922-15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせのすしは こさけょぇゃちに ]╇╋- 
おぇさす くぇ せかうちっ ゃ ゅ. ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅ. ¨こかぇすぇ けす 1000 させぉ./ょっくぬ. 
╁けいさぇしす けす 18 ょけ 35. ╅うかぬっ 
こさっょけしすぇゃかはっき. 8-953-82-45-110, 
8-919-38-87-777.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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 ゃ 
′╀‶, こ. ╇いけこかうす. 266-29-48, 266-
29-97.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っょぇゅけゅう, さぇぉけすぇ し ょけておけかぬ-

くうおぇきう. 8-922-11-99-149.
[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ, こさけょぇゃっち こさけきすけゃぇ-

さけゃ, ′╀‶. 8-903-08-03-710.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶けゃぇさ, こけきけとくうお ゃけしこうすぇ-
すっかは (しぇく. おくうあおぇ), かけゅけこっょ ゃ 
きうくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけしかっしぇさう こけ さっきけくすせ 
ゅさせい. ぇ/き. 8-912-23-80-465.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿′ «╉けきそけさす» すさっぉせっすしは さうねか-

すっさ. 4-11-45.
[╄╉╊┿╋┿

• [っぇかういぇすけさ ゃ こさけょ. おうけしお, 
ちっくすさ ゅけさけょぇ. ╂さぇそうお 2/2, 7/7, し 
9-00 ょけ 21-00, い/こ 13-15 す.さ., しぇく. 
おくうあおぇ. 8-922-10-72-301.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ すさっぉせっすしは 
しすぇくけつくうお くぇ おさけきおけけぉかうちけ-

ゃけつくにえ しすぇくけお (あっくとうくぇ). 4-91-
93.

[╄╉╊┿╋┿

- 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)

!

Березовскому ОО и Р требуDтся 
рабоAие ло?оAной стан@ии. 

バ┑┋┎│┈┟ ┒┐┓┄─ ┈ ┇─┐─━┎┒┍─┟ ┏┋─┒─ 
┏┐┈ ┑┎━┅┑┅┄┎│─┍┈┈.

Контактный телефон: 4-93-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

』『《ぁ〉《 
【『╊╆】ょ【』っ

• ●＊＄●°○〒┽○＄＠☆§◎§％＆
• →＊＄＆◎○☆℃°£☆●″°○▽％＆
• →＊＄＆◎○☆＠☆§◎＄○ ★☆ 
○＄＠☆§◎◇ ☆′☆○◇￥☆″°§％↑ 

ゅ￥☆★◇●◎％＠° げ┸ こ ℃○◇★★°ょ

”○＄′☆″°§％↑┺ ＠◇¢△％§° けご┽こく 
＊＄◎┸ ☆★※◎ ○°′☆◎※ ☆◎ ぐ 
℃☆￥°┸ ′＄£ ″【★┻

【かし. 4-00-04

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ «‶さうかうゃ»
[╄┿╊╇╆〉╄╋ ]〉》¨╈ ¨‶╇╊

╃¨]〈┿╁╉┿

〈っか. 4-91-73[╄╉╊┿╋┿

′あつてちそこはけさ 《《《 «╅ちつかせあし け [»

とし. 』たそちてけうせあみ, 8, 
¡óëäóôÖ▲ú, 9-~öí¢Ö▲ú ÑÜ½

だöÑñ¿ äëÜÑí¢: 
どñ¿. 8 (343) 378-97-16
でíúö: www.aik-gsk.ru

[╄╉╊┿╋┿

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゐÜëö 5 ö

8-902-44-35-076

[╄╉╊
┿╋

┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 

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

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328 [╄
╉╊

┿╋
┿

îñÖ▲ Üö 33 000 ëÜß./½2

╁ぇおぇくしうう
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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 66133 〈うさぇあ 3760. ̈ 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨╀〉』╄′╇╄ ╉┿〈╄╂¨[╇╇ «╁»
• ]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

ìàãàçèí «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

ТАКСИ «Березовское»
такси нашего города

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

Услуга 
АВТОПИЛОТ

[╄╉╊┿╋┿

＃ＬＳＮ０どＦＱＺＡＷＱ０Ｚ ＵＳＸＣＮＬ０ ÷ＳＸＦＱＳ４Ｓ 
∞∴『］÷〔＃〔〉° 

３ｍＵｂＸＬＱＦＬＳ３ ３ＸＡｆ ＮＡＺ Ｆ ＸＳＺＷｂ８ＱＦＬＳ３ 
Ｑ０ ｑ１ＦＮＡＧＱｂｑ ３ＸＺＷＡｉｂが ＬＳＺＳＷ０ｒ ＸＳＸＺＳＦＺＸｒ 

ヲΓ ０ＵＷＡＮｒ ヲヰヱヱ ４Ｓ８０ Ｘ ヱヲくヰヰ
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‘☆£￥○°″＊↑＄＠ 
● ★○☆▲＄￥▲％＠ しご┽＊＄◎§％＠ ←′％＊＄＄＠ 

″＄◎＄○°§° 々＄＊％＆☆＃ ‥◎＄△＄●◎″＄§§☆＃ ″☆＃§※
〃○＆°§☆″° ‖＄☆§％￥° ‘＄◎○☆″％△°┿

〔８ＰＦＱＦＸＺＷ０ｇＦｒ Ｆ ♂Ｓ３ＡＺ ３ＡＺＡＷ０ＱＳ３

％ｂＺｎ Ｘｉ０ＸＺＮＦ３ＡＡが ｉｂＺｎ ４ＷｂＸＺＱＡＧ に
〈ＡＱｎ ＷＳＤ８ＡＱｎｒ Ｘ ４Ｓ８０ＰＦ Ｗ０ＥＱｍＧが
［ｍ ３ＸＺＷＡｉ０ＡＺＡ Ｘ３ＳＧ ｑ１ＦＮＡＧ に
♂０ＰｍＧ Ｗ０８ＳＸＺＱｍＧ ３ ＤＦＥＱＦ ＵＷ０Ｅ８ＱＦＬぁ 
♂ｉ０ＸＺｎｒ ［０Ｐ ＥＡＰＱＳ４ＳどＥＡＰＱＳ４Ｓが
∴０８ＳＸＺＦが ｉＺＳ１ｍ ＱＡ ＸｉＡＸＺｎが
『 Ｅ８ＳＷＳ３ｎｒ ＤＡＮ０ＡＰ ＰＱＳ４Ｓが
＜Ａ ＺＡＷｒＮＳＸｎ １ｍ ＺＳが ｉＺＳ ＡＸＺｎく

ДHJH=MX КMAVFBGUO РMNBGM АE?DK??<GM
IHA>J:<EYX K ДG?F JH@>?GBY!

〃＊＄＆●°§￥○
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〃 ￥☆′○☆◎° ◎″☆＄＃ ￥◇▲％
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―＄＊°← ′※◎〒 ″●＄℃￥° ◎°＆☆＃ ‒

々＄●＄＊☆＃┸ ¢％£§＄○°￥☆●◎§☆＃┸
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ゑ ïÜßßÜöÜ 23 íäëñ¿　 
ç 10 ôíïÜç
 ç ¡ÜÖâñëñÖî-£í¿ñ 

öñêÖó¡Ü½í «ぢëÜâó» (Ü¿. ぜóëí, 5)
ïÜïöÜóöï　 ïÜßëíÖóñ 
¿ó¡çóÑíöÜëÜç ぶんで.

8-919-36-46-905, 8-953-38-84-661
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]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

•ぴぎぜぎぞど  
•でぎどとん ¡¿íÑÜôÖí　
•だゎづんぐがぎぞごぎ «ぎÇÜ£í» 
•ゎゑだげがご   •でとだゐぼ  •ぷごぱぎづ
•ぱんぞぎづん   •ゎごぢでだとんづどだぞ
•とぎづんぜげごど   •ぢぎでだと ëñôÖÜú
•ぢぎぞだぢずんでど
•どゑごぞゐずだと 
•でばびごぎ でぜぎでご
•だどでぎゑ, べぎゐぎぞぽ  
•ずごでど ÜîóÖ¡ÜçíÖÖ▲ú
•ぢごずだぜんどぎづごんず ½3 - 4900 ë.
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╃¨]〈┿╁╉┿

′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは
3-04-45,  8-902-87-05-333


