
‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 24 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 +7+9, くけつぬの +2+3
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 6-9 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 25 ぇこさっかは
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 

ょくひき +5+6, くけつぬの -1+1
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 727 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 26 ぇこさっかは
‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 

くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 
ょくひき +5+7, くけつぬの 0+1

╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.

¨′╇ ¨╀〉╆╃┿╊╇ 
]〈╇》╇ぃ

2

╂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
でばゐゐだどん
23 íäëñ¿　

ヽ 43 (9718)
╃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′┿ぅ ‶¨╃╃╄[╅╉┿ «╀╄╀╇-╀〉╋┿»

′┿【┿ ╀〉╃╄〈 
ぁ]〈┿《╄〈┿

2

]′¨╁┿ ╉〉[ぃ, ╋┿╋┿3

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ×ÓÄÀ

〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

Â ╁¨]╉[╄]╄′を╄ 24 ぇこさっかは くぇしすせこうす しぇきにえ ぉけかぬてけえ たさうしすう-
ぇくしおうえ こさぇいょくうお – ‶ぇしたぇ. ╁ くけつぬ し しせぉぉけすに くぇ ゃけしおさっしっくぬっ 
ゃ おぇあょけえ ちっさおゃう こさけえょひす こぇしたぇかぬくけっ ぉけゅけしかせあっくうっ. 

╀ぇぉせておぇ きくっ さぇししおぇいにゃぇかぇ, 
つすけ さぇくぬてっ すけかぬおけ きぇかっくぬおうっ 
ょっすう, ぉけかぬくにっ ょぇ しすぇさうおう けしすぇ-
ゃぇかうしぬ ゃ ねすせ くけつぬ ょけきぇ. ╁ たさぇきぇた 
かのょう うしおさっくくっ ぉかぇゅけょぇさうかう ╀けゅぇ 
いぇ ╄ゅけ ぉっしおけくっつくせの かのぉけゃぬ う きう-
かけしすぬ お かのょはき, いぇ しゃはすけゅけ しにくぇ 
╄ゅけ, ╂けしこけょぇ ╇うしせしぇ 》さうしすぇ, おけ-
すけさにえ こけぉっょうか しきっさすぬ う けきにか 
しゃけっえ おさけゃぬの ゃしっ ゅさったう かのょしおうっ. 
«╉ぇあょぇは きけかうすゃぇ ょけたけょうかぇ ょけ 

しっさょちぇ. ╇ くっさっょおけ ゃ こぇしたぇかぬくせの 
くけつぬ しかせつぇかうしぬ つせょっしぇ: かのょう うし-
ちっかはかうしぬ う こけかせつぇかう けすおさけゃっくうは 
けす ╀けゅぇ. ╉ぇあょにえ あょぇか ねすけゅけ う 
おぇお さっぉひくけお ゃっさうか», – さぇししおぇいに-
ゃぇかぇ ぉぇぉせておぇ. 

′ぇおぇくせくっ こさぇいょくうおぇ けくぇ ゃしっゅょぇ 
おさぇしうかぇ はえちぇ, ぇ こけすけき うた こさはすぇかぇ, 
きに くぇせすさけ し しっしすさけえ ′ぇすぇておけえ うし-
おぇかう うた こけ ゃしっきせ ょけきせ. ′ぇたけょうかう 
う さぇょけゃぇかうしぬ, くっしかう いぇ くぇおさにすにえ 

こさぇいょくうつくにえ しすけか. ‶けすけき しなっいあぇ-
かうしぬ ゅけしすう, ゃしっ たさうしすけしけゃぇかうしぬ う 
ょぇさうかう ょさせゅ ょさせゅせ こけょぇさおう. ╉ しけ-
あぇかっくうの, しっえつぇし きに さっょおけ しけぉう-
さぇっきしは ゃしっ ゃきっしすっ, くけ ゃくせすさっくくはは 
さぇょけしすぬ ╁けしおさっしっくうの くぇ さぇししすけは-
くうう けぉなっょうくはっす くぇし.

┿ つすけ ゃ ねすけき ゅけょせ あょひす 
ぉっさっいけゃつぇく ゃ こさぇいょくうお 
‶ぇしたう? ¨ぉ ねすけき きに しこさけ-
しうかう うゅせきっくぇ ╁かぇょうきうさぇ, 
くぇしすけはすっかは こさうたけょぇ ゃけ うきは 
〉しこっくうは ‶さっしゃはすけえ ╀けゅけ-
さけょうちに. 

– ] せすさぇ ゃ しせぉぉけすせ ゃ たさぇきっ 
こさけえょひす ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは, 
くぇつぇかけ ゃ 8:30, いぇすっき しゃはとっくくうおう 
ぉせょせす けしゃはとぇすぬ おせかうつう, こぇしたぇかぬ-
くにっ はえちぇ, ぇ ゃっつっさけき ゃしっ しけぉっさせす-
しは くぇ くけつくせの しかせあぉせ.

– ╉ぇお かせつてっ こさうたけあぇくぇき 
こけょゅけすけゃうすぬしは お くけつくけきせ しかせ-
あっくうの?

– ‶っさっょ すっき おぇお こけえょひすっ ゃ たさぇき 
– こけきけかうすっしぬ. ╃け こぇしたぇかぬくけえ 
しかせあぉに うしこけゃっょせえすっしぬ; すぇうくしすゃけ 
うしこけゃっょう くぇいくぇつっくけ くぇ 22 つぇしぇ. 
╉けくっつくけ, くぇょけ ゅけすけゃうすぬ う けつう-

とぇすぬ しゃけの ょせてせ ゃ すっつっくうっ ゃしっゅけ 
╁っかうおけゅけ こけしすぇ. ′っ けしおゃっさくはえすっ 
しっぉは ぇかおけゅけかっき う くっ こさうたけょうすっ ゃ 
たさぇき こぬはくにきう. 

– ╁ おけすけさけき つぇしせ こさうぉせょっす 
ぉかぇゅけょぇすくにえ くっけこぇかうきにえ 
けゅけくぬ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ?

– ╁ しせぉぉけすせ けおけかけ 23 つぇしけゃ ゃ 
ぇねさけこけさす ╉けかぬちけゃけ しゃはすにくの ょけ-
しすぇゃうす ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ, おけすけさにえ 
ぉにか こさうゅかぇてひく ゃ こぇかけきくうつっしおせの 
こけっいょおせ ぇさたうっこうしおけこけき ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅしおうき う ╁っさたけすせさしおうき ╁うおっくすう-
っき. ╆ぇすっき しゃはとっくくけしかせあうすっかう ょけ-
しすぇゃはす ╇っさせしぇかうきしおうえ けゅけくぬ ゃ しゃけう 
こさうたけょに う たさぇきに. ╁ ╀っさひいけゃしおうえ 
¨ゅけくぬ うい たさぇきぇ ╂さけぉぇ ╂けしこけょくは 
こさうぉせょっす けおけかけ ょゃせた つぇしけゃ くけつう. 

– ╀せょっす かう けさゅぇくういけゃぇく くけつ-
くけえ すさぇくしこけさす ょかは こさうたけあぇく?

– ╋に っあっゅけょくけ いぇおぇいにゃぇっき ぇゃ-
すけぉせし. ]さぇいせ こけしかっ くけつくけえ しかせあ-
ぉに けく けすたけょうす けす たさぇきぇ う っょっす 
つっさっい ]けゃっすしおうえ う ╉うさけゃしおうえ きう-
おさけさぇえけくに, ょぇかっっ こけ せかうちっ ╉さぇし-
くにた ╂っさけっゃ う けぉさぇすくけ. ╁すけさけえ 
さっえし ょっかぇっす お ′けゃけぉっさひいけゃしおけきせ 
きうおさけさぇえけくせ. 

– ] こけくっょっかぬくうおぇ くぇつくひす-
しは こぇしたぇかぬくぇは くっょっかは, つすけ 
ゃぇあくけゅけ くっけぉたけょうきけ いぇ ねすけ 
ゃさっきは しけゃっさてうすぬ ゃっさせのとうき 
かのょはき?

– [ぇょけゃぇすぬしは ゃけしおさっしてっきせ 
》さうしすせ. ‶ぇしたぇ – こさぇいょくうお こさぇいょ-
くうおけゃ. ╊のょう, こけこけしすうゃてうしぬ, こけ-
すけきうゃ しゃけひ すっかけ けゅさぇくうつっくうっき う 
ゃけいょっさあぇくうっき, こさけしすけ さぇょせのすしは 
╁けしおさっしっくうの 》さうしすけゃせ. ╉ぇあょぇは 
しかせあぉぇ くぇ こさぇいょくうつくけえ くっょっかっ 
ぉせょっす くぇつうくぇすぬしは しけ しかけゃ: «》さう-
しすけし ╁けしおさっしっ!» ╃ぇあっ けすこっゃぇくうは 
ゃ ねすう ょくう ぉせょせす こさけうしたけょうすぬ こけ 
けしけぉけきせ こぇしたぇかぬくけきせ つうくせ. ╁ 
つっすゃっさゅ 28 ぇこさっかは くぇて こさうたけょ 
こけしっすうす ╁かぇょにおけ ╁うおっくすうえ, けく 
こさけゃっょひす ゃっつっさくっっ ぇさたうっさっえしおけっ 
しかせあっくうっ. 

╁しの ]ゃっすかせの しっょきうちせ かのぉけえ 
あっかぇのとうえ きけあっす こけょくはすぬしは くぇ 
おけかけおけかぬくの う こけいゃけくうすぬ ゃ おけかけおけ-
かぇ ゃ つっしすぬ 》さうしすけゃぇ ╁けしおさっしっくうは.
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′╄╃╄╊ぃ くぇいぇょ ゅさぇぉうすっかぬ くぇこぇか くぇ こけつすぇかぬけくぇ, さぇい-
くけしうゃてっゅけ こっくしうう. ‶さっしすせこかっくうっ こさけういけてかけ ゃ 

ょけきっ くぇ せかうちっ 【うかけゃしおぇは, 22. ╉けゅょぇ あっくとうくぇ いぇてかぇ ゃ 
こけょなっいょ, きけかけょけえ つっかけゃっお (こさうきっさくけ 20-25 かっす) ゃにさゃぇか 
せ さぇいくけしつうちに しせきおせ, ゃ おけすけさけえ ぉにかけ 150 すにしはつ させぉかっえ, 
う しおさにかしは.  

╁ こさっしし-しかせあぉっ 〉こさぇゃかっくうは そっょっさぇかぬくけえ こけつすけゃけえ しゃはいう しけ-
けぉとうかう, つすけ ゃっすっさぇくに ぉっい こっくしうう くっ けしすぇかうしぬ う ゃけゃさっきは こけかせ-
つうかう ょっくぬゅう. 

‶けつすぇかぬけくに いくぇのす う しけぉかのょぇのす くけさきに ぉっいけこぇしくけしすう, – いぇゃっさうかう 
くぇし ゃ 〉《‶]. ′け すっき くっ きっくっっ こさっょしすぇゃうすっかう ぇかぬすっさくぇすうゃくにた しかせあぉ 
ょけしすぇゃおう さぇいくけしはす ょっくぬゅう こけ ょけきぇき すけかぬおけ し けたさぇくけえ.  

╂さぇぉうすっかぬ, くぇこぇゃてうえ くぇ ぉっさひいけゃしおけゅけ こけつすぇかぬけくぇ, 
こけおぇ くっ くぇえょっく. ╄しかう ゃに きけあっすっ こけきけつぬ しかっょしすゃうの, いゃけ-
くうすっ ゃ ょっあせさくせの つぇしすぬ (4-75-00) うかう くぇ «すっかっそけく ょけ-
ゃっさうは» (4-82-47).
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╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
』うすぇすっかう くっさっょおけ けぉさぇとぇのすしは 

お くぇき し こさけしぬぉけえ こけきけつぬ けすしすけはすぬ 
しゃけう こさぇゃぇ. ╂けさけあぇくっ くせあょぇのすしは ゃ 
けすゃっすぇた くぇ こさけしすにっ, くけ くぇしせとくにっ 
ゃけこさけしに. 

′ぇこさうきっさ, おぇお ゃいにしおぇすぬ しすけうきけしすぬ さっ-
きけくすぇ し しけしっょっえ, おけすけさにっ ゃぇし いぇかうかう? 
╇かう ょさせゅけえ しかせつぇえ: おぇお ょけおぇいぇすぬ, つすけ ゃ 
いぇかうゃっ くうあくっえ おゃぇさすうさに ゃうくけゃぇすに くっ 
ゃに, ぇ けぉしかせあうゃぇのとぇは けさゅぇくういぇちうは, おけすけ-
さぇは ゃけゃさっきは くっ こけつうくうかぇ すさせぉに? ′せあくけ 
かう こかぇすうすぬ, っしかう ゃ きぇゅぇいうくっ ゃに しかせつぇえ-
くけ さぇいぉうかう ぉぇくおせ うかう ぉせすにかおせ? ╉ぇお こさぇ-
ゃうかぬくけ しけしすぇゃうすぬ こさっすっくいうの, っしかう ゃに くっ-
ょけゃけかぬくに けおぇいぇくくにきう ゃぇき せしかせゅぇきう? 

╅せさくぇかうしすに しすぇさぇのすしは こけ きっさっ しうか 
う ゃけいきけあくけしすう ょぇゃぇすぬ けすゃっす, くけ つぇしすけ 
こさうたけょうすしは ゅけゃけさうすぬ: «╋に あっ くっ しこっちう-
ぇかうしすに, けぉさぇすうすっしぬ ゃ しけけすゃっすしすゃせのとせの 
けさゅぇくういぇちうの». 〈っこっさぬ おゃぇかうそうちうさけゃぇく-
くせの こけきけとぬ ゃに きけあっすっ こけかせつうすぬ こさはきけ ゃ 
さっょぇおちうう, こさうつひき ぉっしこかぇすくけ. ╉けくしせかぬすう-
さけゃぇすぬ ゃぇし ぉせょっす させおけゃけょうすっかぬ のさうょうつっ-
しおけゅけ ぉのさけ «┿ょゃけおぇすな» ╋ぇさうくぇ ┿さすひきけゃぇ.

‶っさゃぇは おけくしせかぬすぇちうは しけしすけうすしは ゃ 
しかっょせのとうえ つっすゃっさゅ, し 14 ょけ 16. ╆ぇ-
すっき ぉせょっす こさけたけょうすぬ ゃ おぇあょにえ こけ-
しかっょくうえ つっすゃっさゅ きっしはちぇ.

‶さぇゃょぇ, しさぇいせ くせあくけ しょっかぇすぬ けゅけゃけさおせ: 
せしかせゅぇ ょっえしすゃせっす すけかぬおけ ょかは こけょこうしつう-
おけゃ «╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ». ‶けねすけきせ 
くっ いぇぉせょぬすっ いぇたゃぇすうすぬ こけょこうしくけえ 
おせこけく. ╄しかう ゃに っとひ くっ せしこっかう ゃにこうしぇすぬ 
くぇてせ ゅぇいっすせ, きけあっすっ しょっかぇすぬ ねすけ こさはきけ 
ゃ さっょぇおちうう, ぇ こけすけき こけかせつうすぬ けすゃっすに くぇ 
ゃぇてう ゃけこさけしに. 

╁ ぇこさっかっ う きぇっ 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 ゃ さっ-
ょぇおちうう っひ しすけうきけしすぬ ぉっい ょけしすぇゃおう 
しけしすぇゃかはっす 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-
くぇは こけょこうしおぇ (けす ょっしはすう ねおいっきこかは-
さけゃ) けぉけえょひすしは ゃ 250 させぉかっえ. 〉しこっ-
ゃぇえすっ こけょこうしぇすぬしは, こけおぇ ょっえしすゃせっす 
しおうょおぇ, ゃ うのくっ ちっくに ゃにさぇしすせす. ╁くう-
きぇくうっ! ]すけうきけしすぬ ゅぇいっすに くぇ こけつすっ 
ゃ かのぉけき きっしはちっ しけしすぇゃかはっす 380 させ-
ぉかっえ 10 おけこっっお.

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ ╀╄[╄╆¨╁』┿′╄! 
╁ 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.
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Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà, 
ïîñåëêîâ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 61 Óñòàâà Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â íàä-
ëåæàùåå ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå ãîðîäà, ïîñåëêîâ è ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ: 
1. Ïðîâåñòè ñ 15.04.2011 ïî 14.05.2011 ìåñÿ÷íèê ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà, ïîñåëêîâ è 

ïðèëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé îò çèìíèõ çàãðÿçíåíèé, ïðîøëîãîäíåé ëèñòâû è îòõîäîâ ïðîèç-
âîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ.

2. Îðãàíèçîâàòü â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà äíè ìàññîâîé óáîðêè ñ ïðèâëå÷åíèåì òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, 
â òîì ÷èñëå ñàíèòàðíûå ïÿòíèöû – 15, 22, 29 àïðåëÿ è 6 ìàÿ  è îáùåãîðîäñêèå ñóááîòíèêè – 16, 
23, 30 àïðåëÿ è 7 ìàÿ.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåí-
íîñòè îðãàíèçîâàòü íàâåäåíèå ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà íà ïîäâåäîìñòâåííûõ, çàêðåïë¸ííûõ  è ïðè-
ëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ  â ïðåäåëàõ 50 ìåòðîâ îò ãðàíèöû ó÷àñòêà.

4. Óïðàâëåíèþ ÆÊÕ Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ñåíöîâ À.Â.), ãëàâàì òåððèòîðèàëüíûõ îò-
äåëîâ àäìèíèñòðàöèè Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïîñåëêàì Àâåðêèåâó Þ.È., Ãàëêèíó À.Ì., 
Åìåëèíó Ê.Â., Çèìèíîé Ñ.À., Ìîêðåöîâó À.Ê., Óïîðîâîé Ã.È.:

4.1. Îðãàíèçîâàòü è âçÿòü ïîä ëè÷íûé êîíòðîëü ðàáîòó ïî ïðèâåäåíèþ ïîäâåäîìñòâåííûõ 
òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèå ñ Ïðàâèëàìè ñîäåðæàíèÿ, ýêñïëóàòàöèè, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è áëà-
ãîóñòðîéñòâà ñ ïðèâëå÷åíèåì íàñåëåíèÿ íà ñàíèòàðíûå ïÿòíèöû è ñóááîòíèêè ñ èçäàíèåì ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïðèêàçîâ. 

4.2. Îáåñïå÷èòü îïîâåùåíèå íàñåëåíèÿ î ïðåäñòîÿùåì ìåñÿ÷íèêå è äíÿõ ìàññîâîãî âûõîäà íà 
óáîðêó òåððèòîðèé ÷åðåç ÆÝÓ, ñòàðøèõ ïî äîìàì, ïîäúåçäàì, ñòàðøèõ ïî  óëèöàì, îðãàíû ÒÎÑ.

5. Ïðåäëîæèòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé ÆÊÕ:
5.1. Ïðîâåñòè ðàáîòû ïî ïðèâåäåíèþ ïîäâåäîìñòâåííûõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèå ñ Ïðàâèëà-

ìè ñîäåðæàíèÿ, ýêñïëóàòàöèè, îáåñïå÷åíèÿ ÷èñòîòû è áëàãîóñòðîéñòâà ñ ïðèâëå÷åíèåì íàñåëåíèÿ 
íà ñàíèòàðíûå ïÿòíèöû è ñóááîòíèêè.

5.2. Äî 15.06.2011 âîññòàíîâèòü ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà ïîñëå àâàðèéíûõ ðàñêîïîê è êàïè-
òàëüíûõ ðåìîíòîâ, ïðîâåäåííûõ â îñåííå-çèìíèé ïåðèîä íà òåïëî-âîäî-ãàçîâûõ, ýëåêòðè÷åñêèõ è 
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòÿõ.

5.3. Ïðåäîñòàâèòü íåîáõîäèìûå òåõíèêó è èíâåíòàðü â äíè, îïðåäåëåííûå ï.2 íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ.

6. Ðåêîìåíäîâàòü ñòàðøèì ïî óëèöàì Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà äî 09.05.2011 îðãàíè-
çîâàòü íàâåäåíèå ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà â ÷àñòíîì ñåêòîðå: ïðî÷èñòêó  òðóá  è  âîäîñòîêîâ  äëÿ  
ïðîïóñêà  ïàâîäêîâûõ  âîä,   î÷èñòêó ïðèëåãàþùèõ ê äîìîâëàäåíèÿì òåððèòîðèé îò ìóñîðà, äðîâ 
è ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

7. Ïðåäëîæèòü îòäåëó âíóòðåííèõ äåë ïî Áåð¸çîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó (Ìàòâèåíêî Ñ.Ñ.), îò-
äåëåíèþ ÃÈÁÄÄ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë ïî Áåð¸çîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó (Äÿäþí Ñ.Â.), ãëàâíîìó 
ãîñóäàðñòâåííîìó ñàíèòàðíîìó âðà÷ó â ã. Áåð¸çîâñêîì (×åðåìêèí Ï.Ã.), 62 Ï× 72 ÎÔÏÑ ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè (Âåçèåâ Ç.Ó.), ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Áåð¸çîâñêîå 
ëåñíè÷åñòâî» (Ïîäåðãèí Â.Â.), óïðàâëåíèþ ÆÊÕ Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ñåíöîâ À.Â.):

7.1. Îáåñïå÷èòü âûÿâëåíèå ëèö, ñêëàäèðóþùèõ ìóñîð â íåóñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ.
7.2. Óñèëèòü êîíòðîëü çà âîäèòåëÿìè àâòîòðàíñïîðòà ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ 

òåððèòîðèé, ïðèëåãàþùèõ ê æèëîé çîíå è ëåñíûì ìàññèâàì.
7.3. Îðãàíèçîâàòü îáñëåäîâàíèå çàêðåïëåííûõ çà ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäñêîãî 

îêðóãà òåððèòîðèé è ïðèíÿòü ìåðû ê íàðóøèòåëÿì ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà.
8. Óïðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Áðàò÷èêîâ À.Â.), îáðàçîâàòåëüíûì 

ó÷ðåæäåíèÿì Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:
8.1. Îðãàíèçîâàòü óáîðêó ïðèøêîëüíûõ òåððèòîðèé, ñêâåðà îêîëî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ ¹33.
8.2. Ïîäâåñòè èòîãè  ìåñÿ÷íèêà è ïîîùðèòü ãðàìîòàìè çà êà÷åñòâåííóþ óáîðêó ëó÷øèå îá-

ðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
9. Óïðàâëåíèþ ÆÊÕ Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (Ñåíöîâ À.Â.) çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ îáùå-

ñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Óðàë-Ñîò»  íà ïðèåì è ðàçìåùåíèå ìóñîðà íà ãîðîäñêîé 
ñâàëêå îò îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé áþäæåòíîé ñôåðû â ïåðèîä ìåñÿ÷íèêà, â äíè ñàíèòàðíûõ ïÿò-
íèö è ñóááîòíèêîâ.

10. Êîíòðîëü çà ïðîâåäåíèåì ìåñÿ÷íèêà è êîîðäèíàöèþ äåéñòâèé ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåð-
ðèòîðèè  ãîðîäñêîãî îêðóãà âîçëîæèòü íà êîìèññèþ â ñîñòàâå:

Èëüèíûõ Ñ.Â. – çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðåäñå-
äàòåëü êîìèññèè

Ñåíöîâ À.Â. – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèññèè

Êèíåâà Î.Á. – âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ýêîëî-
ãèè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

Âåçèåâ Ç.Ó. –  è.î. íà÷àëüíèêà 62 Ï× 72 ÎÔÏÑ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äÿäþí Ñ.Â. – íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÎÂÄ ïî Áåð¸çîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó (ïî ñî-

ãëàñîâàíèþ)
Ëàïòåâ È.À. – ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÆÊÕ - Õîë-

äèíã» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìàòâèåíêî Ñ.Ñ –  è.î. íà÷àëüíèêà ÎÂÄ ïî Áåð¸çîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×åðåìêèí Ï.Ã. – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ â ã. Áåð¸çîâñêîì (ïî ñîãëàñî-

âàíèþ).
11. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Áåð¸çîâñêèé ðàáî÷èé».
12. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

îò 09.04.2010 ¹135 «Î ïðîâåäåíèè ìåñÿ÷íèêà ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðîäà, ïîñåëêîâ è ïðè-
ëåãàþùèõ ê íèì òåððèòîðèé».

13. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè Áåð¸çîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Èëüèíûõ Ñ.Â.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðeçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
È.Â. Êàðïîâ
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╋╄]〈¨ ╇ ╁[╄╋ぅ
]ぉけさ せつぇしすくうおけゃ こぇさぇょぇ – 9 

きぇは し 12:00 ょけ 12:15 くぇ こっさっ-
おさひしすおっ せか. ]すさけうすっかっえ う 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは. ]すぇさす こっさゃけゅけ いぇぉっゅぇ 
ゃ 12:30 つぇしけゃ けす すさうせきそぇかぬくけえ 
ぇさおう (4 ゅさせここぇ).

〉』┿]〈′╇╉╇ ぁ]〈┿《╄〈｠
╁ ねしすぇそっすっ せつぇしすゃせのす おけきぇくょに 

ゃしった おけかかっおすうゃけゃ そういおせかぬすせさに 
ゅけさけょぇ う こけしひかおけゃ: こさっょこさうはすうえ 
う けさゅぇくういぇちうえ ゃしった そけさき しけぉ-
しすゃっくくけしすう, せつさっあょっくうえ う せつっぉ-
くにた いぇゃっょっくうえ.

‶っさゃぇは ゅさせここぇ ょっかうすしは くぇ すさう 
こけょゅさせここに:

こけょゅさせここぇ ┿ – おけきぇくょに こさっょ-
こさうはすうえ, けさゅぇくういぇちうえ, しそけさきう-
さけゃぇくくにっ すけかぬおけ うい さぇぉけすくうおけゃ, 
しかせあぇとうた ょぇくくにた けさゅぇくういぇちうえ 
(こけ こさっょけしすぇゃかっくうの おけこうえ すさせょけ-
ゃにた おくうあっお).

‶けょゅさせここぇ ╀ – そうかうぇか ]うぉ╂〉《╉, 
おけきぇくょに, しそけさきうさけゃぇくくにっ くっ 
すけかぬおけ うい さぇぉけすくうおけゃ こさっょこさうはすうえ 
う けさゅぇくういぇちうえ, ゃけうくしおうっ つぇしすう.

‶けょゅさせここぇ ╁ – せつっぉくにっ いぇゃっ-
ょっくうは こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ けぉさぇ-
いけゃぇくうは (╀っさひいけゃしおうえ すったくうおせき 
«‶さけそう», そうかうぇか [╂‶‶〉).

╁すけさぇは ゅさせここぇ: おけきぇくょに しすぇさ-
てっおかぇししくうおけゃ 1993-1995 ゅ.さ. 
ておけか ゅけさけょぇ う こけしひかおけゃ.

〈さっすぬは ゅさせここぇ: おけきぇくょに せつぇ-
とうたしは 1996-1997 ゅ.さ.

』っすゃひさすぇは ゅさせここぇ: おけきぇくょに 
せつぇとうたしは 1998 ゅ.さ. う きけかけあっ.

]けしすぇゃ おけきぇくょに せ ゃしった ゅさせここ – 
11 つっかけゃっお (てっしすぬ のくけてっえ う こはすぬ 
ょっゃせてっお).

╋┿[【[〉〈 ╃╊ぅ ╁]╄》 ╂[〉‶‶ 
╇ ¨〈╁╄〈]〈╁╄′′｠╄ 
╆┿ ¨《¨[╋╊╄′╇╄ 
╇ ]〉╃╄╈]〈╁¨
‶さけすはあひくくけしすぬ きぇさてさせすぇ – 

3400 きっすさけゃ.

1 ねすぇこ – きせあしおけえ – 450 きっすさけゃ, 
けす すさうせきそぇかぬくけえ ぇさおう こけ せか. 
]すさけうすっかっえ ょけ «【うくけきけくすぇあ-
くけえ». (¨すゃっすしすゃっくくぇは いぇ けそけさき-
かっくうっ ねすぇこぇ う けさゅぇくういぇちうの しせ-
ょっえしすゃぇ – ╃ぃ]【).

2 ねすぇこ – あっくしおうえ – 250 きっすさけゃ, 
けす «【うくけきけくすぇあくけえ» こけ せか. 
]すさけうすっかっえ こけゃけさけす くぇかっゃけ こけ 
せか. 【うかけゃしおけえ ょけ ¨〉 わ2 (╀っさひ-
いけゃしおうえ すったくうおせき «‶さけそう»).

3 ねすぇこ – きせあしおけえ – 325 きっすさけゃ, 
けす ¨〉 わ2 こけ せか. 【うかけゃしおぇは こけ-
ゃけさけす くぇかっゃけ こけ せか. ┿くせつうくぇ ょけ 
きぇゅぇいうくぇ «〈けさすに» (¨〉 わ2).

4 ねすぇこ – あっくしおうえ – 250 きっすさけゃ, 
けす きぇゅぇいうくぇ «〈けさすに» こけ せか. ┿くせ-
つうくぇ ょけ きぇゅぇいうくぇ «〉かにぉおぇ» (ゅうき-
くぇいうは わ5).

5 ねすぇこ – きせあしおけえ – 325 きっすさけゃ, 
けす きぇゅぇいうくぇ «〉かにぉおぇ» こけ せか. ┿くせ-
つうくぇ こけゃけさけす くぇかっゃけ こけ せか. 〈っ-
ぇすさぇかぬくぇは ょけ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう 
(¨〉 わ9).

6 ねすぇこ – きせあしおけえ – 400 きっすさけゃ, 
けす ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう こけ せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは こけゃけさけす くぇかっゃけ こけ せか. 
]すさけうすっかっえ ょけ «【うくけきけくすぇあ-
くけえ» (¨〉 わ1).

7 ねすぇこ – あっくしおうえ – 250 きっすさけゃ, 
けす «【うくけきけくすぇあくけえ» こけ せか. 
]すさけうすっかっえ こけゃけさけす くぇかっゃけ こけ 
せか. 【うかけゃしおぇは ょけ ¨〉 わ2 (╀っさひ-
いけゃしおうえ すったくうおせき «‶さけそう»).

8 ねすぇこ – きせあしおけえ – 325 きっ-
すさけゃ, けす ¨〉 わ2 こけ せか. 【うかけゃ-
しおぇは こけゃけさけす くぇかっゃけ こけ せか. 
┿くせつうくぇ ょけ きぇゅぇいうくぇ «〈けさすに» 
(¨〉 わ2).

9 ねすぇこ – あっくしおうえ – 250 きっすさけゃ, 
けす きぇゅぇいうくぇ «〈けさすに» こけ せか. ┿くせ-
つうくぇ ょけ きぇゅぇいうくぇ «〉かにぉおぇ» (ゅうき-
くぇいうは わ5) .

10 ねすぇこ – きせあしおけえ – 325 きっ-
すさけゃ, けす きぇゅぇいうくぇ «〉かにぉおぇ» こけ 
せか. ┿くせつうくぇ こけゃけさけす くぇかっゃけ こけ 
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは ょけ ╃ゃけさちぇ きけかけ-
ょひあう (¨〉 わ9).

11 ねすぇこ – あっくしおうえ – 250 きっ-
すさけゃ, けす ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう こけ せか. 
〈っぇすさぇかぬくぇは こけゃけさけす くぇこさぇゃけ   こけ 
せか. ]すさけうすっかっえ ょけ すさうせきそぇかぬくけえ 
ぇさおう (¨〉 わ1).

╉けかかっおすうゃに, けそけさきかはのとうっ 
ねすぇこに, ょけかあくに しけいょぇすぬ くっけぉたけ-
ょうきにっ せしかけゃうは ょかは せつぇしすくうおけゃ 
う しせょっえ (しすけか, しすせかぬは, しおぇきっえおう, 
ゃってぇかおう).

¨しけぉけっ ゃくうきぇくうっ けぉさぇすうすぬ 
くぇ ぉっいけこぇしくけしすぬ せつぇしすくうおけゃ 
ねしすぇそっすに ゃ いけくっ こっさっょぇつう 
こぇかけつおう, けぉっしこっつうすぬ くぇ ねすぇこっ 
こけ ょゃけっ しせょっえ.

‶¨╃┿』┿ ╆┿ぅ╁¨╉
╆ぇはゃおう, しけしすぇゃかっくくにっ ゃ しけけす-

ゃっすしすゃうう し こさぇゃうかぇきう しけさっゃくけ-
ゃぇくうえ, くっけぉたけょうきけ こさっょけしすぇゃうすぬ 
5 きぇは くぇ いぇしっょぇくうっ しせょっえしおけえ 
おけかかっゅうう ゃ 15 つぇしけゃ ゃ ╃ぃ]【 (せか. 
〈っぇすさぇかぬくぇは, 13).

╆┿』╄〈 ╇ ′┿╂[┿╅╃╄′╇╄
‶けぉっょうすっかう ねしすぇそっすに けこさっ-

ょっかはのすしは こけ かせつてっきせ ゃさっきっく-
くけきせ さっいせかぬすぇすせ ゃ おぇあょけえ ゅさせこ-
こっ. ╉けきぇくょぇ-こけぉっょうすっかぬくうちぇ 
おぇあょけえ ゅさせここに くぇゅさぇあょぇっすしは 
こぇきはすくにき おせぉおけき う ょうこかけきけき 
ゅかぇゃに ╀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. 』かっくに おけきぇくょ-こけぉっょう-
すっかぬくうち くぇゅさぇあょぇのすしは こけかせ-
ゅけょけゃけえ こけょこうしおけえ くぇ ゅぇいっすせ 
«╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ», いけかけ-
すにきう きっょぇかはきう, こさういぇきう う ゅさぇ-
きけすぇきう.

╉けかかっおすうゃに, いぇくはゃてうっ ゃすけさにっ 
う すさっすぬう きっしすぇ, くぇゅさぇあょぇのすしは 
ゅさぇきけすぇきう, しっさっぉさはくにきう う ぉさけく-
いけゃにきう きっょぇかはきう.

‶けぉっょうすっかう こっさゃけゅけ ねすぇこぇ くぇ-
ゅさぇあょぇのすしは こぇきはすくにきう こさういぇきう.

‶けぉっょうすっかぬ しさっょう しさっょくうた 
ておけか けこさっょっかはっすしは こけ しせききっ 
ゃさっきっくう すさひた ねしすぇそっす う くぇゅさぇあ-
ょぇっすしは こぇきはすくにき おせぉおけき, いぇ ゃすけ-
さけっ う すさっすぬっ きっしすぇ – ゅさぇきけすぇきう.

╉けかかっおすうゃ, ゃにしすぇゃうゃてうえ 
くぇうぉけかぬてっっ おけかうつっしすゃけ おけ-
きぇくょ, くぇゅさぇあょぇっすしは おせぉおけき いぇ 
きぇししけゃけしすぬ.

[〉╉¨╁¨╃]〈╁¨ ぁ]〈┿《╄〈¨╈
¨ぉとっっ させおけゃけょしすゃけ こけょゅけすけゃ-

おけえ う こさけゃっょっくうっき ねしすぇそっすに 
けしせとっしすゃかはっすしは けさゅおけきうすっすけき う 
ゅけさけょしおうき けすょっかけき こけ そういうつっ-
しおけえ おせかぬすせさっ う しこけさすせ.

′っこけしさっょしすゃっくくけっ こさけゃっょっくうっ 
ねしすぇそっすに ゃけいかぇゅぇっすしは くぇ しせょっえ-
しおせの おけかかっゅうの, せすゃっさあょひくくせの 
けさゅおけきうすっすけき.

╂かぇゃくにえ しせょぬは ねしすぇそっすに – すさっ-
くっさ-こさっこけょぇゃぇすっかぬ ╃ぃ]【 ╉けか-
こぇおけゃ ′.╁. 

′ぇつぇかぬくうお ょうしすぇくちうう – ╋っかぬ-
くうお ┿.┿. 

╉けくすぇおすくにえ すっかっそけく 
(34369) 4-37-73, ╊のぉけゃぬ ╁ぇ-
かっさぬっゃくぇ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

′┿[¨╃′¨╄ 〈╁¨[』╄]〈╁¨

ÌÅËÎÄÈÈ ÐÎÄÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

〈╁¨[』╄]╉╇╈ けすつひすくにえ  おけくちっさす ぇくしぇきぉかは «╉せさぇえ» かけゅうつくけ くぇ-
つぇかしは し くっあくにた う ゅかせぉけおうた ゅけさかけゃにた いゃせおけゃ ょっさっゃはくくけえ そかっえすに 

– おせさぇは ゃ させおぇた ╁ぇょうきぇ ╋せしすぇそうくぇ. 〈はゅせつぇは う しかぇょおぇは,  おぇお ぉぇておうさ-
しおうえ きひょ,  きっかけょうは ゃょさせゅ さぇいょゃうくせかぇ しちっくせ ╃【╇ わ1, う こっさっょ ゅかぇいぇきう 
こさっょしすぇかう こけおぇすにっ いっかひくにっ たけかきに, いぇこぇたかけ かっしくけえ おかせぉくうおけえ, こけしかに-
てぇかうしぬ てっかっしす さっいくにた ょせぉけゃにた かうしすぬっゃ う あせさつぇくうっ たけかけょくけえ さけょくう-
おけゃけえ ゃけょに. [けょくぇは さっつぬ う かのぉうきにっ こっしくう こっさっくっしかう いさうすっかっえ くぇ ょゃぇ 
つぇしぇ ゃ さけょくせの しすけさけくおせ.

╉けくちっさすくぇは こさけゅさぇききぇ しぇきけょっはすっかぬ-
くけゅけ おけかかっおすうゃぇ, おけすけさにえ しせとっしすゃせっす 
ゃ ╀╂¨ こけかすけさぇ ゅけょぇ, ぉにかぇ しけしすぇゃかっくぇ 
ゃっしぬきぇ ゅさぇきけすくけ: たけさけゃけっ こっくうっ ぉっい-
せこさっつくけ しけつっすぇかけしぬ し ゃにしすせこかっくうはきう 
しけかうしすけゃ, ょせねすけゃ, すさうけ う おゃうくすっすぇ, くぇ-
さけょくにっ こさけういゃっょっくうは こっさっきっあぇかうしぬ 
し さぇしおさせつっくくにきう ねしすさぇょくにきう たうすぇきう 
しっゅけょくはてくっゅけ ょくは, すぇすぇさしおうえ う きぇさうえ-
しおうえ くぇちうけくぇかぬくにっ すぇくちに う のきけさうしすう-
つっしおぇは しちっくおぇ すぇおあっ ゅぇさきけくうつくけ ゃこう-
しぇかうしぬ ゃ «ぇそうてせ», ゃっすっさぇくに ぇくしぇきぉかは 
せしすせこぇかう きっしすけ くぇ しちっくっ しぇきにき のくにき 
っゅけ せつぇしすくうおぇき. ╁ けょくけえ うくすけくぇちうう, くっ 
すけかぬおけ すけくぇかぬくけえ, くけ う しけょっさあぇすっかぬ-
くけえ, う すっきこけゃけえ, こさけいゃせつぇかけ こけこせささう ゃ 
うしこけかくっくうう ]ゃっすかぇくに ┿おぉっさけゃけえ. 

╉けかかっおすうゃ いぇ おけさけすおけっ ゃさっきは ゃに-
さぇしすうか せあっ しゃけうた いゃひいょ, おけすけさにっ ょう-
こかけきうさせのすしは くぇ けぉかぇしすくにた おけくおせさしぇた. 
╉けくっつくけ, ねすけ いぇしかせゅぇ させおけゃけょうすっかは 
«╉せさぇは» ╇かぬくせさぇ 》ぇきうょせかかうくぇ. ╁に-
しすせこかっくうっ こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ きせいに-
おぇくすぇ – うゅさせ くぇ すさひたさはょくけき ぉぇはくっ う 
しけかぬくけっ こっくうっ – しかせてぇすっかう けちっくうかう 
ぉせさくにきう ぇこかけょうしきっくすぇきう. 

′っょけしすぇすけお しちっくうつっしおけえ こさぇおすうおう 
ぇさすうしすに おけきこっくしうさけゃぇかう うしおさっくくうきう 
せかにぉおぇきう, ぇ こけょ いぇくぇゃっし しすぇかう けとせとぇすぬ 
しっぉは こっさっょ いさうすっかはきう しけゃっさてっくくけ しゃけ-
ぉけょくけ. ¨こにす – ょっかけ くぇあうゃくけっ, ゅかぇゃくけっ, 
つすけ ゃ  くぇてっき ゅけさけょっ っしすぬ かのょう, おけすけ-
さにっ しすさっきはすしは しけたさぇくうすぬ くぇちうけくぇかぬくせの 
おせかぬすせさせ. ╆ぇゃっさてうかしは すゃけさつっしおうえ けすつひす 

こけ すさぇょうちうう くっけそうちうぇかぬくにき ゅうきくけき 
すぇすぇさしおけゅけ くぇさけょぇ «[けょくけえ はいにお» ╂ぇぉ-
ょせかかに 〈せおぇは. ╉しすぇすう, ゃ ぇこさっかっ きに けす-
きっつぇっき 125-かっすうっ しけ ょくは さけあょっくうは ねすけ-
ゅけ ゅっくうぇかぬくけゅけ こけねすぇ, ぇ 25 つうしかぇ ゃ 18 
つぇしけゃ ゃ ゅけさけょしおけえ ぉうぉかうけすっおっ こさけえょひす 
ゃっつっさ, こけしゃはとひくくにえ っゅけ のぉうかっの. 

‶╄』┿╊を′┿ぅ ╃┿〈┿ 

┳┲┰┱┬┰ ┦┤┼┩ ┰┷┪┩┵┶┦┲
╄かっくぇ ╁┿╂┿′¨╁┿, くぇつぇかぬくうお けすょっかぇ しっきっえくけえ こけかうすうおう, けこっおう う こけこっつうすっかぬしすゃぇ, 
しけちうぇかぬくにた ゅぇさぇくすうえ う かぬゅけす 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 こけ ゅ. ╀っさひいけゃしおけきせ 
』っさくけぉにかぬしおぇは おぇすぇしすさけそぇ – しぇ-

きぇは しすさぇてくぇは いぇ ゃしの うしすけさうの つっかけ-
ゃっつっしすゃぇ すったくけゅっくくぇは ぉっょぇ, きぇしてすぇ-
ぉに おけすけさけえ きに くっ こさっょしすぇゃかはっき しっぉっ 
ょけ しうた こけさ. ‶け しうかっ ゃけいょっえしすゃうは くぇ 
こさうさけょせ う つっかけゃっおぇ う けぉなひきせ ゃにぉさけ-
てっくくにた ゃ ぇすきけしそっさせ さぇょうけぇおすうゃくにた 
ねかっきっくすけゃ ゃいさにゃ くぇ つっすゃひさすけき さっ-
ぇおすけさっ ┿ぁ] ぉにか ねおゃうゃぇかっくすっく 500 
ぇすけきくにき ぉけきぉぇき, しぉさけてっくくにき くぇ 
》うさけしうきせ.  

] きけきっくすぇ おぇすぇしすさけそに くぇ 』っさくけ-
ぉにかぬしおけえ ぇすけきくけえ しすぇくちうう せあっ こさけ-
てかけ 25 かっす, くけ ょけ しうた こけさ けくぇ けしすぇ-
ひすしは ゃ ちっくすさっ ゃくうきぇくうは さけししうえしおけえ 
う きっあょせくぇさけょくけえ けぉとっしすゃっくくけしすう. 
〈さぇゅっょうは いぇすさけくせかぇ きうかかうけくに さけし-
しうはく, けおぇいぇゃてうたしは くぇ さぇょうけぇおすうゃくけ 
いぇゅさはいくひくくにた すっささうすけさうはた うかう こさうくう-

きぇゃてうた せつぇしすうっ ゃ かうおゃうょぇちうう っひ こけ-
しかっょしすゃうえ. ′ぇくっしひく けゅさけきくにえ せとっさぉ 
うた いょけさけゃぬの. 

╁ 』っさくけぉにかぬ ぉにかけ おけきぇくょうさけゃぇくけ 
こはすぬ すにしはつ しゃっさょかけゃつぇく, うい くうた けおけかけ 
150  ぉっさっいけゃつぇく. ¨くう こけかせつうかう いぇしかせ-
あっくくにっ くぇゅさぇょに いぇ しゃけの ゅっさけうつっしおせの 

さぇぉけすせ: きっょぇかう «╆ぇ けすゃぇゅせ» ゃさせつっくに 
ょゃせき ぉっさっいけゃつぇくぇき, «╆ぇ いぇしかせゅう こっさっょ 
¨すっつっしすゃけき» – 11 ゅけさけあぇくぇき, «╆ぇ しこぇ-
しっくうっ こけゅうぉぇゃてうた» – 16 あうすっかはき, けさ-
ょっく ╋せあっしすゃぇ – 29 くぇてうき いっきかはおぇき. 

]っゅけょくは ゃ せこさぇゃかっくうう 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 しけしすけはす くぇ せつひすっ 79 
せつぇしすくうおけゃ かうおゃうょぇちうう こけしかっょしすゃうえ 
おぇすぇしすさけそに, うい くうた 27 うくゃぇかうょけゃ, 
うきっのとうた いぇぉけかっゃぇくうは, しゃはいぇくくにっ し 
おぇすぇしすさけそけえ くぇ 』┿ぁ]. ╁ 1995 ゅけょせ うた 
ぉにかけ すけかぬおけ 18... 

26 ぇこさっかは, ゃ ╃っくぬ こぇきはすう こけゅうぉ-
てうた ゃ さぇょうぇちうけくくけえ おぇすぇしすさけそっ, ゃ 
10 つぇしけゃ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ ゃけ ╃ゃけさちっ 
きけかけょひあう こさけえょせす きっさけこさうはすうは, こけ-
しゃはとひくくにっ つっすゃっさすぬゃっおけゃけえ ょぇすっ. 
‶さうゅかぇてぇっき くぇ くっゅけ う ぉっさっいけゃつぇく-
かうおゃうょぇすけさけゃ.

28 ぇこさっかは ゃ ‶ぇさおっ ‶けぉっょに ゃ つぇし ょくは 
しけしすけうすしは こさぇいょくうお, こけしゃはとひくくにえ ╃くの 

こけあぇさくけえ けたさぇくに [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう. 
╁ さぇきおぇた こさぇいょくうおぇ – ゃにしすぇゃおぇ こけあぇさくけえ すったくうおう, 

おけくおせさしに ょかは ょっすっえ くぇ こけあぇさくせの すっきせ, けぉせつっくうっ くぇしっ-
かっくうは きっさぇき こけあぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすう, こけかっゃぇは おせたくは.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿
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]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

┿╉〈〉┿╊を′¨

┱┤ ┶┴┲┳┷ ┦┲┭┱┿ ┦┿┹┲┨┬┶ ┮┯┩┽
╄かっくぇ ╊╄【〉╉¨╁┿, いぇゃ. けすょっかけき ょっいうくそっおちうう う ょっさぇすういぇちうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ そうかうぇかぇ  ちっくすさぇ ゅうゅうっくに う ねこうょっきうけかけゅうう

』╄[╄╆ くっしおけかぬおけ ょくっえ こけょしけたくせす ょけさけあおう ゃ かっしせ, う くぇさけょ 
けすこさぇゃうすしは くぇ こうおくうおう. ┿ いょっしぬ っゅけ ょぇゃくけ こけょあうょぇのす 

おかっとう – きぇかっくぬおうっ, くけ いかけゃさっょくにっ しせとっしすゃぇ. ╉ぇお ゅけさけょ ゃけ-
けさせあぇっすしは こさけすうゃ おかっとっゃにた うくそっおちうえ?

]ぇくうすぇさくにっ ゃさぇつう し ぇこさっかは 
こけ しっくすはぉさぬ こさけてかけゅけ ゅけょぇ けぉ-
しかっょけゃぇかう 50 けぉなっおすけゃ, けすかけゃう-
かう 137 おかっとっえ. ╆ぇおかっとっゃかひく-
くけしすぬ すっささうすけさうう しけしすぇゃうかぇ 3,2 
おかっとぇ くぇ そかぇゅけ/おき, つすけ こさっゃに-
てぇっす しさっょくっけぉかぇしすくけえ  せさけゃっくぬ  
くぇ  37 こさけちっくすけゃ. ¨ぉしかっょけゃぇかう 
くぇ ゃうさせしけそけさくけしすぬ 39 こぇさすうえ 
おかっとっえ, うい くうた  ょっしはすぬ こさけちっく-
すけゃ けおぇいぇかうしぬ こけかけあうすっかぬくにっ, 
すけゅょぇ おぇお こけ けぉかぇしすう ねすけす こけ-
おぇいぇすっかぬ – けおけかけ しっきう こさけちっくすけゃ.       

‶さう けぉしかっょけゃぇくうう けすおさにすにた 
しすぇちうえ ゃ ょうおけえ こさうさけょっ, ゃ つぇしす-
くけしすう 17 おき こ. ]すぇくけゃけえ, いぇおかっ-
とっゃかひくくけしすぬ すっささうすけさうう しけしすぇ-
ゃうかぇ 64 おかっとぇ くぇ そかぇゅけ/おき, うい 
くうた こけかけゃうくぇ – こけかけあうすっかぬくにっ 
くぇ ゃうさせし ねくちっそぇかうすぇ. ╄とひ けょうく 
うい ょけゃけょけゃ ゃ こけかぬいせ こさけゃっょっくうは 
ぇおぇさうちうょくにた けぉさぇぉけすけお – つっさっい 
せおせし けこぇしくけゅけ くぇしっおけきけゅけ こっさっ-
ょぇひすしは ょけ ょっしはすう うくそっおちうえ, くけ 
かうてぬ けす おかっとっゃけゅけ ねくちっそぇかうすぇ 
うきっっすしは ゃぇおちうくぇ.

╁ 2009-き けぉさぇぉけすおせ こさけゃっかう くぇ 
87 けぉなっおすぇた けぉとっえ こかけとぇょぬの 204 
ゅぇ, ゃ 2010-き – せあっ くぇ 101 けぉなっお-
すっ けぉとっえ こかけとぇょぬの 216 ゅぇ. ¨ぉ-
さぇぉぇすにゃぇのすしは すぇおうっ こけこせかはさくにっ 
せ くぇしっかっくうは きっしすぇ, おぇお ‶ぇさお ‶け-
ぉっょに, ╇しすけさうつっしおうえ しおゃっさ, おかぇょ-

ぉうとぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ う ╋けくっすくけゅけ, 
ぉぇいに けすょにたぇ  «╊っしくぇは こけかはくぇ» 
う ╀っかけはさしおけゅけ ゃけょけたさぇくうかうとぇ, 
ゅけさぇ ╊うしすゃっくくぇは. ╃け しうた こけさ ゃ 
ねすけき しこうしおっ けすしせすしすゃけゃぇかぇ ゃしっきう 
かのぉうきぇは すさけこぇ いょけさけゃぬは, ぇ ゃっょぬ 
いぇおかっとっゃかひくくけしすぬ ょぇくくけえ すっささう-
すけさうう ょけしすうゅぇかぇ ゃけしっきぬ おかっとっえ 
くぇ そかぇゅけ/おき, うい くうた ょっしはすぬ こさけ-
ちっくすけゃ くっしせす ゃうさせし ねくちっそぇかうすぇ. 
′け くにくつっ ゅけさけょ ゃにょっかはっす しさっょ-
しすゃぇ う くぇ すさけこせ. ¨ょくぇおけ けょくうきう 
こさっこぇさぇすぇきう し おかっとけき くっ しけゃかぇ-
ょぇすぬ: ゃぇあくぇは こさうつうくぇ さけしすぇ ゃに-
いにゃぇっきにた うき うくそっおちうえ – こかけたぇは 
さぇしつうしすおぇ けぉなっおすけゃ けす かっしくけゅけ, 
ぉにすけゃけゅけ, たけいはえしすゃっくくけゅけ きせしけ-
さぇ, ゅせしすけえ おせしすぇさくうお う こけょかっしけお. 
╃ぇ う けぉなひきに ょっさぇすういぇちうけくくにた 
さぇぉけす ゃにしけおうきう くっ くぇいけゃひてぬ: けくう 
しけけすゃっすしすゃせのす そうくぇくしうさけゃぇくうの. 

╁ ‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄ 〈╄╋｠

┬┰┰┷┱┲┧┯┲┥┷┯┬┱┤ ┹┦┤┶┬┶ ┦┵┩┰?
》¨[¨【┿ぅ くけゃけしすぬ: ゃ ねすけき ゅけょせ ゃしっき こけしすさぇょぇゃてうき けす 

おかっとぇ うききせくけゅかけぉせかうく ぉせょせす しすぇゃうすぬ ぉっしこかぇすくけ.
╃かは すった, おすけ くっ ゃ すっきっ: すさう 

けぉはいぇすっかぬくにた ょけいに ょかは くっ こさう-
ゃうすにた けす  ねくちっそぇかうすぇ しすけはす 2 
すにしはつう 700 させぉかっえ. ¨すおせょぇ すぇおぇは 
とっょさけしすぬ しけ しすけさけくに きせくうちう-
こぇかぬくけえ ぉけかぬくうちに? ¨おぇいにゃぇっす-
しは, ゃ こさけてかけき ゅけょせ うい-いぇ ぇくけ-
きぇかぬくけえ あぇさに きっさいけこぇおけしすくにっ 
しけいょぇくうは ゃっかう しっぉは けすくけしうすっかぬ-
くけ しこけおけえくけ, う お きっょうおぇき けぉさぇ-
すうかしは 351 つっかけゃっお, ゃ しすぇちうけくぇさっ 
こさけかっつうかうしぬ こはすっさけ, うききせくけゅかけ-
ぉせかうくぇ あっ  ゃゃっかう すけかぬおけ 227 ょけい 
(ょかは しさぇゃくっくうは: ゃ «せさけあぇえくにっ» 
しっいけくに おかっとう おせしぇかう ょけ つっすに-
さひた すにしはつ ぉっさっいけゃつぇく). ‶けねすけきせ 
けしすぇかしは いぇこぇし うききせくけゅかけぉせかうくぇ, 
くけ ょっさあぇすぬ っゅけ ょけかゅけ くっかぬいは: 
しけいょぇくくにえ うい ぉうけかけゅうつっしおけゅけ 
きぇすっさうぇかぇ しこぇしうすっかぬくにえ こさっ-
こぇさぇす うきっっす けゅさぇくうつっくくにえ しさけお 
うしこけかぬいけゃぇくうは. 

′け すけゅょぇ きけあくけ くっ きせつうすぬしは し 
こさけそうかぇおすうつっしおうきう こさうゃうゃおぇきう?

– ╁ぇおちうくぇ ょぇひす ゅぇさぇくすうの すけゅけ, 
つすけ ゃに くっ いぇぉけかっっすっ すはあひかけえ 
そけさきけえ ねくちっそぇかうすぇ, けしすぇくっすっしぬ 
あうゃに, くけ ゃにさぇぉけすおぇ ぇくすうすっか こさけ-
うしたけょうす ゃ おぇあょけき けさゅぇくういきっ こけ-
さぇいくけきせ, – ゅけゃけさうす いぇき. ゅかぇゃゃさぇ-
つぇ こけ きっょうちうくしおけえ つぇしすう 〈ぇすぬはくぇ 
╀っさょのゅうくぇ. – ‶けねすけきせ くせあくけ う 
こさうゃうゃぇすぬしは, う しすぇゃうすぬ うききせくけ-
ゅかけぉせかうく ゃ しかせつぇっ せおせしぇ おかっとひき. 

』すけ ゅさったぇ すぇうすぬ, きくけゅうっ うい くぇし 
こさっくっぉさっあうすっかぬくけ けすくけしはすしは お 
ゃぇおちうくぇちうう, こけしすぇゃうゃ けょくせ こさう-
ゃうゃおせ, いぇぉにゃぇっき け しかっょせのとっえ. ╇ 
おぇおけっ しつぇしすぬっ, つすけ くぇし こけょしすさぇ-
たせのす ぉっしこかぇすくにき うききせくけゅかけぉせ-
かうくけき. ╂かぇゃくけっ, つすけぉに こけゅけょぇ 
くっ こけょゃっかぇ, う おかっとう しうょっかう すうたけ 
ゃ しゃけうた «くけさぇた». ╇くぇつっ  くぇ ゃしった 
こさっこぇさぇすぇ ゃしひ あっ くっ たゃぇすうす… 

‶¨ ]╊╄╃┿╋ ]¨╀｠〈╇ぅ

┬ ┨┲┯╀┼┩ ┧┲┨┤ ┨┯┬┶┵╃ ┨┩┱╀
╁ ‶[¨【╄╃【╇╈ ゃ しせぉぉけすせ けぉとっくぇちうけくぇかぬくにえ ╃っくぬ いょけさけ-

ゃぬは くぇ すさけこせ いょけさけゃぬは ゃにてかう くっ すけかぬおけ ておけかぬくうおう う こっ-
ょぇゅけゅう, くけ う しぇきう ゃさぇつう. 

‶さけえょは ょうしすぇくちうの ゃ すさう すにしはつう 
てぇゅけゃ, ゃいさけしかにっ う ょっすう くぇ そうくう-
てっ しけゅさっかうしぬ つぇっき う せゅけしすうかうしぬ 
ぉせかけつおぇきう. ┿ ゃ こけかうおかうくうおっ わ1 ゃ 
ねすけ ゃさっきは ょっしはすぬ ゅけさけあぇく こさけてかう 
ぇくすさけこけきっすさうの, 24 つっかけゃっおぇ こけ-
きっさうかう ゃくせすさうゅかぇいくけっ ょぇゃかっくうっ, 
28 こけしっすうかう すっさぇこっゃすぇ, 38 – けくおけ-
かけゅぇ, しょっかぇか ぁ╉╂ 21 こぇちうっくす. 

– ╁ ょっすしおけえ こけかうおかうくうおっ 18 あっく-
とうく こけしかせてぇかう しけゃっすに け こけかぬいっ 
ゅさせょくけゅけ ゃしおぇさきかうゃぇくうは, – ゅけゃけさうす 
いぇき. ゅかぇゃくけゅけ ゃさぇつぇ 『╂╀ こけ けさゅぇ-
くういぇちうけくくけ-きっすけょうつっしおけえ さぇぉけすっ 
╇さうくぇ ╋っょゃっょっゃぇ. – ╁ あっくしおけえ おけく-
しせかぬすぇちうう ゃ ねすけす ょっくぬ しこっちうぇかうしすに 
こさうくはかう 15 こぇちうっくすけお. 【おけかぬくう-
おぇき きっょうおう さぇししおぇいにゃぇかう けぉ けこぇし-
くけしすう ╁╇』-うくそっおちうう, くぇさおけすうおけゃ, 
ぉっしっょけゃぇかう け こかぇくうさけゃぇくうう しっきぬう 
う きっすけょぇた おけくすさぇちっこちうう. ╁ ょっすしぇ-
ょぇた う ておけかぇた きに こさけゃっかう おけくおせさし 

さうしせくおぇ «╋けひ いょけさけゃぬっ». ]ぇきにっ 
ぇおすうゃくにっ せつぇしすくうおう こけかせつうかう ゅさぇ-
きけすに う ゃ おぇつっしすゃっ こけょぇさおぇ おぇくちっ-
かはさしおうっ こさうくぇょかっあくけしすう. ╉さぇしおう, 
おぇさぇくょぇてう, ぇかぬぉけきに ょけかあくに こけょ-
ゃうゅくせすぬ のくにた たせょけあくうおけゃ くぇ くけ-
ゃけっ すゃけさつっしすゃけ.

[っぉはつぬう さうしせくおう すぇお こけくさぇゃう-
かうしぬ こぇちうっくすぇき こけかうおかうくうおう わ1, 
こさうてっょてうき くぇ こさうひき, つすけ けくう… いぇ-
ぉさぇかう つぇしすぬ うた し しけぉけえ くぇ こぇきはすぬ. 
¨しすぇゃてうっしは さぇぉけすに すっこっさぬ たさぇくはす-
しは ゃ くっょけしすせこくけき きっしすっ, あぇかぬ, つすけ 
うた くっ せゃうょはす ゃいさけしかにっ: ゃ さうしせくおぇた 
さっぉはすくは ゃにさぇいうかぇ しゃけひ つひすおけっ けす-
くけてっくうっ お いょけさけゃけきせ けぉさぇいせ あうい-
くう, おけすけさにえ ゅぇさぇくすうさせのす  ゃおせしくけっ 
う こけかっいくけっ こうすぇくうっ, しけかくちっ, ゃけい-
ょせた う ゃけょぇ, いぇくはすうは しこけさすけき.    

ÑÀÌÀ ÁÎËÜÍÈÖÀ ÌÎÃËÀ ÇÀÁÎËÅÒÜ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╄╅╇ う いぇえちに くぇ いっかひくけえ こけかはくおっ っとひ せかにぉぇのすしは, くけ ゃ うた ゅかぇ-
いぇた おぇおぇは-すけ ゅさせしすうくおぇ. ‶けくはすくけ: しゃけうた たけいはっゃ けくう くっ ゃうょっかう し 

おけくちぇ そっゃさぇかは, ぇ ょけきぇ てせきくけ, こにかぬくけ, くっ しかにてくけ さっぉはつぬうた ゅけかけ-
しけゃ. ╁ うくそっおちうけくくけき けすょっかっくうう ょっすしおけえ ぉけかぬくうちに うょひす くっいぇこかぇくう-
さけゃぇくくにえ さっきけくす. ╆ぇ っゅけ たけょけき ゃくうきぇすっかぬくけ くぇぉかのょぇっす くぇさうしけゃぇく-
くけっ くぇ しすっくぇた さぇいくけちゃっすくけっ いゃっさぬひ.

╉ぇお きに せあっ さぇししおぇいにゃぇかう くぇてうき 
つうすぇすっかはき, しぇくうすぇさくにっ ゃさぇつう, けす-
さっぇゅうさけゃぇゃ くぇ あぇかけぉに さけょうすっかっえ 
きぇかっくぬおうた こぇちうっくすけゃ しすぇちうけくぇさぇ 
う そうかうぇかぇ ょっすしおけえ こけかうおかうくうおう ゃ 
′╀‶, こさけゃっかう こさけゃっさおせ う ゃにはゃうかう 
きくけゅけつうしかっくくにっ くぇさせてっくうは すさっぉけ-
ゃぇくうえ しぇくうすぇさくけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬ-
しすゃぇ. ╁ こけかうおかうくうおっ ゃ ′けゃけぉっさひ-
いけゃしおけき しすっくに, こけか ゃ おぇぉうくっすぇた, 
おけさうょけさっ う さぇいょっゃぇかおっ こけさぇあっくに 
こかっしくっゃっかにき ゅさうぉおけき, しぇくすったくうおぇ 
すさっぉせっす いぇきっくに.  ╁ おけさうょけさっ, こぇかぇ-
すぇた, ぉせそっすくにた うくそっおちうけくくけゅけ けす-
ょっかっくうは けぉけょさぇくぇ おさぇしおぇ くぇ こけかせ, 
くぇさせてっくぇ ちっかけしすくけしすぬ  かうくけかっせきぇ, 
つぇしすぬ きっぉっかう しかけきぇくぇ, せ すせきぉけつっお 
けすゃぇかうゃぇのすしは ょゃっさちに, ゃ くっおけすけさにた 
きっしすぇた くぇ こけすけかおっ おさぇしせのすしは こさけ-
すっつおう, こさぇおすうつっしおう ゃしは しぇくすったくうおぇ 
こけょすっおぇっす, うい-いぇ つっゅけ ゃけょけこさけゃけ-
ょくにっ う おぇくぇかういぇちうけくくにっ すさせぉに 
こさけさあぇゃっかう, くぇこけかぬくけっ こけおさにすうっ 
こけょ さぇおけゃうくぇきう こさけゅくうかけ.

′ぇ けしくけゃぇくうう ゃにはゃかっくくけゅけ ぉにかう 
しけしすぇゃかっくに こさけすけおけかに けぉ ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくけき こさぇゃけくぇさせてっくうう う け 
ゃさっきっくくけき こさうけしすぇくけゃかっくうう ょっは-
すっかぬくけしすう けぉなっおすけゃ, こけしおけかぬおせ すぇ-
おうっ ぉっいけぉさぇいうは せゅさけあぇかう あういくう う 

いょけさけゃぬの う きっょうちうくしおけゅけ こっさしけくぇ-
かぇ, う こぇちうっくすけゃ, きけゅかう こさうゃっしすう お 
ゃけいくうおくけゃっくうの ゃくせすさうぉけかぬくうつくにた 
うくそっおちうえ. ╃けおせきっくすに こけ こさけゃっさおっ 
せてかう ゃ ゅけさけょしおけえ しせょ, 24 う 25 そっゃ-
さぇかは しけしすけはかけしぬ さぇししきけすさっくうっ ょっかぇ 
ゃ けすくけてっくうう ╋〉╆ «╀っさひいけゃしおぇは 
『╂╀», う, くぇ けしくけゃぇくうう ゃにくっしっくくにた 
こけしすぇくけゃかっくうえ, ょっはすっかぬくけしすぬ そう-
かうぇかぇ ょっすしおけえ こけかうおかうくうおう  ぉにかぇ 
こさうけしすぇくけゃかっくぇ くぇ 90 しせすけお, うくそっお-
ちうけくくけゅけ けすょっかっくうは  – くぇ 60 しせすけお. 

╃ぇ, こけきっとっくうっ きけあくけ いぇおさにすぬ, 
くけ こぇちうっくすけゃ – くっかぬいは. ‶けかうおかう-
くうつっしおうえ こさうひき ょっすゃけさに こっさっゃっかう 
くぇ こかけとぇょう ゃいさけしかけえ こけかうおかうくうおう 
くぇ ]きうさくけゃぇ, 3. ╀けかぬくにた うくそっお-
ちうけくくけゅけ けすょっかっくうは さぇいきっしすうかう ゃ 
しけしっょくっえ «しけきぇすうおっ», ぇ ょくっゃくけえ 
しすぇちうけくぇさ こっさっったぇか ゃ っとひ けょうく そう-
かうぇか ょっすしおけえ こけかうおかうくうおう, つすけ くぇ 
╂ぇゅぇさうくぇ. ┿ ょぇかぬてっ くぇょけ ぉさぇすぬしは いぇ 
さぇぉけすせ いぇしせつうゃ させおぇゃぇ. 

]っゅけょくは しょっかぇすぬ う しぇきにえ おさせすけえ 
さっきけくす – くっ こさけぉかっきぇ, ぉにかう ぉに 
ょっくぬゅう. ′け うた せ ぉけかぬくうちに くっす. ╃せきぇ 
╀╂¨ けぉっとぇっす ゃにょっかうすぬ けおけかけ すさった 
きうかかうけくけゃ させぉかっえ.

– ‶けかきうかかうけくぇ こけえょせす くぇ さっきけくす 
そうかうぇかぇ こけかうおかうくうおう, けしすぇかぬくにっ 

ょっくぬゅう – くぇ さっきけくす しすぇちうけくぇさぇ, – 
さぇししおぇいにゃぇっす いぇき. ゅかぇゃくけゅけ ゃさぇつぇ 
ぉけかぬくうちに こけ ┿》』 ╁はつっしかぇゃ ¨しぇょつうた. 
– ┿ つすけぉに こさうゃっしすう ゃ ぉけあっしおうえ ゃうょ 
ゃしひ いょぇくうっ しすぇちうけくぇさぇ, こけしすさけっくくけ-
ゅけ ゃ てっしすうょっしはすにっ ゅけょに, くっけぉたけょう-
きけ くう きくけゅけ くう きぇかけ 19 きうかかうけくけゃ.

′け すさう きうかかうけくぇ かせつてっ, つっき くう-
つっゅけ. ′ぇ うきっのとうっしは ょっくぬゅう さってっくけ 
けすさっきけくすうさけゃぇすぬ けょくけ おさにかけ «うくそっお-
ちうう», ぇ すぇき あういくぬ こけおぇあっす, つすけ う おぇお. 
〉あっ さぇいけぉさぇくに ょっさっゃはくくにっ こっさっゅけ-
さけょおう きっあょせ こぇかぇすぇきう: ゃ こけしかっょくっっ 
ゃさっきは うた こさうぉうゃぇかう せあっ ゅゃけいょはきう お 
こけすけかおせ う お こけかせ, こけしおけかぬおせ けくう きけゅ-
かう せこぇしすぬ くぇ ぉけかぬくにた ょっすっえ. 〈っこっさぬ 
ゃきっしすけ ょっさっゃはてっお こけしすぇゃはす しけゃさっきっく-
くにっ, かひゅおうっ けゅくっせこけさくにっ こっさっゅけさけょ-
おう. ╃っくっゅ たゃぇすうす くぇ いぇきっくせ かうくけかっせきぇ 
う こかうすおう ゃ おけさうょけさぇた, ぇ っしかう けしすぇ-
くせすしは しさっょしすゃぇ, すけ, おぇお けぉっとぇっす ╁は-
つっしかぇゃ ╂ぇゃさうかけゃうつ, けぉくけゃはす しうしすっきせ 
けすけこかっくうは う ゃけょけこさけゃけょ. ╉ しつぇしすぬの, 
ゃ こさけてかけき ゅけょせ くぇ いょぇくうう しすぇちうけくぇ-
さぇ いぇきっくうかう おさけゃかの, くぇ ぉけかぬてっっ くう せ 
ゅけさけょぇ, くう せ ぉけかぬくうちに しうか くっ たゃぇすうかけ. 
╁ ちっかはた ねおけくけきうう さっきけくすくにきう さぇぉけ-
すぇきう しっえつぇし いぇくうきぇっすしは しけぉしすゃっくくぇは 
ぉさうゅぇょぇ 『╂╀. ¨くぇ くぇさぇしたゃぇす: ゃ ょさせゅうた 
あういくっくくけ ゃぇあくにた こけょさぇいょっかっくうはた 
かっつっぉくけゅけ せつさっあょっくうは すけあっ たゃぇすぇっす 
こさけさった, う しぇくうすぇさくにっ ゃさぇつう きけゅせす うた 
いぇおさにすぬ ゃ かのぉけえ きけきっくす. ┿ ゃさっきは すけ-
さけこうす – けぉけいくぇつっくくにえ しせょけき しさけお せあっ 
くぇ うしたけょっ.

╀╃╇!
«ÑÍÎÂÀ ÊÓÐÞ, ÌÀÌÀ, ÑÍÎÂÀ»

┿かひくぇ ╀┿╊┿【¨╁┿, ゃさぇつ こしうたうぇすさ-くぇさおけかけゅ

╁｠ こさけぉけゃぇかう かっゅぇかぬくにっ おせさうすっかぬくにっ しきっしう? ‶け しすぇすうしすうおっ, 
ゃ ゃけしぬきう うい ょっしはすう しかせつぇっゃ きけかけょひあぬ ょぇしす こけかけあうすっかぬくにえ 

けすゃっす. ╋うかかうけくに かのょっえ たけすぬ さぇい ゃ しゃけっえ あういくう こさけぉけゃぇかう きぇさう-
たせぇくせ. ′け ゃ くぇつぇかっ ねすけゅけ ゃっおぇ ゃ うゅさせ ゃしすせこうか くけゃにえ せつぇしすくうお – おせ-
さうすっかぬくにっ しきっしう. ¨く ょぇさうす けょくうき かのょはき うかかのいけさくけっ しつぇしすぬっ, ぇ せ 
ょさせゅうた いぇぉうさぇっす こけしかっょくっっ. ¨ょくう くぇいにゃぇのす っゅけ ょぬはゃけかけき, ょさせゅうっ 
– こさけゃけょくうおけき しゃけぉけょに. 

╁ くぇてっ ゃさっきは こけょさけしすおう つっさっい 
╇くすっさくっす いくぇおけきはすしは, けぉとぇのすしは 
う… こけおせこぇのす おせさうすっかぬくにっ しきっしう. 
╁ [せくっすっ きけあくけ くぇえすう ぉけかっっ てっ-
しすう すにしはつ しぇえすけゃ, ぇおすうゃくけ こさけこぇ-
ゅぇくょうさせのとうた うた, う かうてぬ っょうくうちに 
– け こけしかっょしすゃうはた せこけすさっぉかっくうは 
けすさぇゃに. ╇ししかっょけゃぇくうは しこっちうぇかう-
しすけゃ こけおぇいにゃぇのす, つすけ せこけすさっぉかっ-
くうっ おせさうすっかぬくにた しきっしっえ し けょせさ-
きぇくうゃぇのとうき ねそそっおすけき ゃにいにゃぇっす 
さぇいかうつくにっ こしうたうつっしおうっ さぇししすさけえ-
しすゃぇ. ╃っえしすゃうっ しきっしっえ しこけしけぉくけ 
ういきっくうすぬ かうつくけしすぬ くっ くぇ ゃさっきは, ぇ 
くぇゃしっゅょぇ, こさっゃさぇすうすぬ くけさきぇかぬくけゅけ 
つっかけゃっおぇ ゃ くぇさおけいぇゃうしうきけゅけ ぉけかぬ-
くけゅけ, こさうゃっしすう お すはあひかけえ うくゃぇ-
かうょくけしすう. ╉ぇくくぇぉうくけうょに, ゃたけょは-
とうっ ゃ うた しけしすぇゃ, さぇいさせてぇのす きけいゅ, 
けさゅぇくに ょにたぇくうは, しっさょっつくけ-しけしせょう-
しすせの う さっこさけょせおすうゃくせの しうしすっきに. 
[っゅせかはさくけっ せこけすさっぉかっくうっ しきっしっえ 
ゃにいにゃぇっす ぉにしすさけっ こさうゃにおぇくうっ, 
ぇ しうくょさけき けすきっくに ゃにさぇあぇっすしは ゃ 
ぉけかはた ゃけ ゃしひき すっかっ, すけてくけすっ, けい-
くけぉっ. ‶さぇおすうつっしおう ゃしっ おせさうかぬとう-
おう «きうおしけゃ» あぇかせのすしは くぇ おぇてっかぬ, 
しかひいけすっつっくうっ, けしうこかけしすぬ ゅけさかぇ. 
[っゅせかはさくけっ こけこぇょぇくうっ ょにきぇ くぇ 
しかういうしすせの ゃにいにゃぇっす たさけくうつっしおうっ 

ゃけしこぇかうすっかぬくにっ こさけちっししに ゃ ょにたぇ-
すっかぬくにた こせすはた (そぇさうくゅうすに, かぇさうく-
ゅうすに, ぉさけくたうすに). 

╁けいょっえしすゃうっ おけきこけくっくすけゃ ょにきぇ 
くぇ ちっくすさぇかぬくせの くっさゃくせの しうしすっきせ 
いぇゃうしうす けす しけしすぇゃぇ しきっしう. [っぇおちうう 
おせさうかぬとうおけゃ ゃっしぬきぇ きくけゅけけぉさぇい-
くに: ねすけ きけあっす ぉにすぬ  ぉっしこさうつうくくにえ 
しきった うかう こかぇつ, くぇさせてっくうっ しこけしけぉ-
くけしすう しけしさっょけすけつうすぬしは, けさうっくすう-
さけゃぇすぬしは ゃ こさけしすさぇくしすゃっ, ゅぇかかの-
ちうくぇちうう, こけかくぇは こけすっさは おけくすさけかは 
くぇょ しけぉしすゃっくくにきう ょっえしすゃうはきう. ′け 
さっぇおちうう — くっ しぇきけっ ぉけかぬてけっ いかけ. 
]うしすっきぇすうつっしおけっ おせさっくうっ «きうお-
しけゃ» こさうゃけょうす お くっけぉさぇすうきにき 
ょっしすさせおすうゃくにき こさけちっししぇき ゃ ちっく-
すさぇかぬくけえ くっさゃくけえ しうしすっきっ. ]くう-
あぇっすしは ゃくうきぇくうっ, せたせょてぇっすしは こぇ-
きはすぬ, いぇきっょかはっすしは きにしかうすっかぬくぇは 
ょっはすっかぬくけしすぬ, こけはゃかはっすしは しおかけく-
くけしすぬ お ょっこさっししうはき. 〉あっ ょけおぇいぇ-
くけ, つすけ ぉけかぬてうくしすゃけ おせさうすっかぬくにた 
しきっしっえ ゃにいにゃぇのす くぇさおけすうつっしおせの 
いぇゃうしうきけしすぬ. 

‶けしすせこかっくうっ し ぇさけきぇすうつっしおうき ょに-
きけき しうかぬくけょっえしすゃせのとうた ゃっとっしすゃ ゃ 
けさゅぇくういき きけあっす ゃにいゃぇすぬ くっこさっょしおぇ-
いせっきにっ ねそそっおすに, すけてくけすせ, さゃけすせ, 
しっさょちっぉうっくうっ, こけゃにてっくうっ ぇさすっさう-

ぇかぬくけゅけ ょぇゃかっくうは, しせょけさけゅう, こけすっさの 
しけいくぇくうは, ゃこかけすぬ ょけ おけきに. ╇ っとひ. 〉 
こぇちうっくすけゃ ゃ おさけゃう くっ けぉくぇさせあうゃぇ-
のすしは くぇさおけすうつっしおうっ ゃっとっしすゃぇ, ぇ こけ-
すけきせ ょうぇゅくけしすうさけゃぇすぬ けすさぇゃかっくうっ 
う くぇいくぇつうすぬ ぇょっおゃぇすくけっ かっつっくうっ 
けつっくぬ くっこさけしすけ. 

‶けしかっょしすゃうは けす こさうしせすしすゃうは すぇ-
おうた «おせさうかぬとうおけゃ» ゃ けぉとっしすゃっ  くっ 
いぇしすぇゃうかう しっぉは ょけかゅけ あょぇすぬ.  ╉ こさう-
きっさせ, ゃ ╉ぇいぇくう «せょけゃかっすゃけさひくくにえ» 
しすせょっくす ゃにこさにゅくせか うい けおくぇ ゃけしぬきけ-
ゅけ ねすぇあぇ う こけゅうぉ. ╁ ╄おぇすっさうくぉせさ-
ゅっ さぇいぉうかうしぬ こぇさっくぬ し ょっゃせておけえ, 
しこさにゅくせゃ し おさにてう ょっゃはすうねすぇあおう. 
╁ ╀っさひいけゃしおけき ゃ くぇつぇかっ ゅけょぇ くっ 
っょうくけあょに しかせあぉぇ しおけさけえ こけきけとう 
ゃにっいあぇかぇ こけ こけゃけょせ けすさぇゃかっくうは 
おせさうすっかぬくにきう しきっしはきう. ]さっょう こけ-
しすさぇょぇゃてうた っしすぬ こはすくぇょちぇすうかっすくうっ 
こけょさけしすおう.  

╁ こさけてかけき ゅけょせ ゃ [けししうう おせさう-
すっかぬくにっ しきっしう けおぇいぇかうしぬ ゃくっ いぇ-
おけくぇ. ‶けょ いぇこさっす こけこぇかう 23 しうく-
すっすうつっしおうた おぇくくぇぉうくけうょぇ. ┿ ねすけ 
いくぇつうす, つすけ こさけういゃけょうすっかう いっかぬは 
くっ ぉせょせす しうょっすぬ くぇ きっしすっ. ╀けかっっ 
すけゅけ, きくけゅうっ かっゅぇかぬくにっ おせさうすっかぬ-
くにっ しきっしう くっ しけょっさあぇす いぇこさっとひく-
くにた おけきこけくっくすけゃ. ╉ぇお けすさっぇゅうさせのす 
くぇ ねすけ ゃかぇしすう? ′け きに しぇきう ょけかあくに 
こけきくうすぬ, つすけ くぇさおけすうつっしおうっ しさっょ-
しすゃぇ くうおけゅけ っとひ くっ しょっかぇかう しつぇしす-
かうゃにき. ]ぇきけっ ぉっしちっくくけっ, つすけ っしすぬ 
せ つっかけゃっおぇ – ねすけ あういくぬ, ぇ くぇさおけすう-
おう し くっえ くっ しけゃきっしすうきに. ′ぇせつうすっしぬ 
うき ゅけゃけさうすぬ  «くっす».
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8:00	 ╃/《	╊〉╇╆┿	‶[〉]]╉┿ぅ	–	╉¨[¨╊╄╁┿	]╄[╃╄『

9:00	 ╃/]	′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈	‶[¨『╄]]

10:00	 ╃/《	╃┿╊┿╈	╊┿╋┿

11:00	 ╃/]	[╇╋]╉┿ぅ	╇╋‶╄[╇ぅ

12:00	 ╃/]	╂╄′╇┿╊を′｠╈	╃╇╆┿╈′

13:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╂╄¨╂[┿《╇』╄]╉╇╄	¨〈╉[｠〈╇ぅ

14:00	 ╃/《	╉¨╋╄╃┿	–	╋〉╆｠╉┿	╅╇╆′╇

15:00	 ╃/《	』╄[′┿ぅ	]╋╄[〈を

16:00	 ╃/《	╊〉╇╆┿	‶[〉]]╉┿ぅ	–	╉¨[¨╊╄╁┿	]╄[╃╄『

17:00	 ╃/]	′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈	‶[¨『╄]]

18:00	 ╃/《	╃┿╊┿╈	╊┿╋┿

19:00	 ╃/]	[╇╋]╉┿ぅ	╇╋‶╄[╇ぅ

20:00	 ╃/]	ぁ〈¨	-	『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ

21:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	╉┿[〈¨《╄╊ぅ

22:00	 ╃/《	]╄]〈[┿	╉¨[¨╊╄╁｠

0:00	 ╃/《	 』┿』┿‶¨ぅ	 –	 ╆┿╂┿╃╉┿	 ╇]』╄╆′〉╁【╄╈	

『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

1:00	 ╃/]	‶¨╃╆╄╋′┿ぅ	╁¨╈′┿

2:00	 ╃/《	 ‶¨╊	 ‶¨〈.	 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄	 ′┿	 ‶¨╊ぅ	

]╋╄[〈╇

3:00	 ╃/]	┿《╇′｠:	‶[┿╁╃┿	¨	╃╄╋¨╉[┿〈╇╇

4:00	 ╃/]	ぁ〈¨	-	『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ

5:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	╉┿[〈¨《╄╊ぅ

6:00	 ╃/《	]╄]〈[┿	╉¨[¨╊╄╁｠
8:00	 ╃/《	 』┿』┿‶¨ぅ	 –	 ╆┿╂┿╃╉┿	 ╇]』╄╆′〉╁【╄╈	

『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇
9:00	 ╃/]	‶¨╃╆╄╋′┿ぅ	╁¨╈′┿
10:00	 ╃/《	‶¨╊	‶¨〈.	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄	′┿	‶¨╊ぅ	]╋╄[〈╇
11:00	 ╃/]	┿《╇′｠:	‶[┿╁╃┿	¨	╃╄╋¨╉[┿〈╇╇
12:00	 ╃/]	ぁ〈¨	-	『╇╁╇╊╇╆┿『╇ぅ
13:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	╉┿[〈¨《╄╊ぅ
14:00	 ╃/《	]╄]〈[┿	╉¨[¨╊╄╁｠
16:00	 ╃/《	 』┿』┿‶¨ぅ	 –	 ╆┿╂┿╃╉┿	 ╇]』╄╆′〉╁【╄╈	

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

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
20:30	 ╃/《	╉[╇╆╇]	–	ぁ〈¨	╁｠╂¨╃′¨?
21:00	 ╃/]	]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ	[╄╁¨╊ぃ『╇ぅ	

╁	╀[╇〈┿′╇╇
22:00	 ╃/《	 ╊╄╂╄′╃┿	 ¨	 ╊ぃ╀╁╇	 ‶¨╉┿》¨′〈┿]	 ╇	

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

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
4:30	 ╃/《	╉[╇╆╇]	–	ぁ〈¨	╁｠╂¨╃′¨?
5:00	 ╃/]	]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ	[╄╁¨╊ぃ『╇ぅ	

╁	╀[╇〈┿′╇╇

6:00	 ╃/《	 ╊╄╂╄′╃┿	 ¨	 ╊ぃ╀╁╇	 ‶¨╉┿》¨′〈┿]	 ╇	
╉┿‶╇〈┿′┿	╃╅¨′┿	]╋╇〈┿

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

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠
12:30	 ╃/《	╉[╇╆╇]	–	ぁ〈¨	╁｠╂¨╃′¨?
13:00	 ╃/]	]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ	[╄╁¨╊ぃ『╇ぅ	

╁	╀[╇〈┿′╇╇
14:00	 ╃/《	 ╊╄╂╄′╃┿	 ¨	 ╊ぃ╀╁╇	 ‶¨╉┿》¨′〈┿]	 ╇	

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

』╄╊¨╁╄╉┿
22:00	 ╃/]	╄╊╄′┿	‶[╄╉[┿]′┿ぅ
23:00	 ╃/]	‶¨╇]╉╇	]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨	‶[¨》¨╃┿
0:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇
1:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿	-	[¨╅╃╄]〈╁¨
2:00	 ╃/《	╃╄′を,	╉¨╂╃┿	‶¨╂╇╀	╃╅╄╈╋]	╃╇′
3:00	 ╃/]	╁	‶¨╇]╉┿》	╀╄〈》¨╁╄′┿
4:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨
5:00	 ╃/]	 ╁	 ]¨╆′┿′╇╇	 ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨	

』╄╊¨╁╄╉┿

6:00	 ╃/]	╄╊╄′┿	‶[╄╉[┿]′┿ぅ

7:00	 ╃/]	‶¨╇]╉╇	]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨	‶[¨》¨╃┿

8:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

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

10:00	 ╃/《	╃╄′を,	╉¨╂╃┿	‶¨╂╇╀	╃╅╄╈╋]	╃╇′

11:00	 ╃/]	╁	‶¨╇]╉┿》	╀╄〈》¨╁╄′┿

12:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨

13:00	 ╃/]	 ╁	 ]¨╆′┿′╇╇	 ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨	

』╄╊¨╁╄╉┿

14:00	 ╃/]	╄╊╄′┿	‶[╄╉[┿]′┿ぅ

15:00	 ╃/]	‶¨╇]╉╇	]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨	‶[¨》¨╃┿

16:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

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

18:00	 ╃/《	╃╄′を,	╉¨╂╃┿	‶¨╂╇╀	╃╅╄╈╋]	╃╇′

19:00	 ╃/]	╁	‶¨╇]╉┿》	╀╄〈》¨╁╄′┿

20:00	 ╃/《	┿╃をぃ-╋¨『┿[〈!

21:00	 ╃/《	 ]╋╄[〈を	 ′┿	 [┿]]╁╄〈╄	 –	 ‶¨]╊╄╃′╇╈	

╊╇′╉¨[	╇╋‶╄[┿〈¨[┿

22:00	 ╃/]	╇╆	‶╇¨′╄[¨╁	╁	╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00	 ╃/]	╇]〈¨[╇ぅ	[┿]╇╆╋┿

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«╉〉》′ぅ»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	》/《	«‶╊┿〈╉╇»

14.00	«╅╇╆′を	‶¨-]¨╁╄〈]╉╇»

15.00	«╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿»

16.00	〈/]	«〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00,	04.05	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.30	«¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ.	╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

20.00	〈/]	«〈¨』╉┿	╉╇‶╄′╇ぅ»

21.00	«¨〈╉[¨╁╄′′｠╈	[┿╆╂¨╁¨[»

22.00	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╁	〈╁¨╇》	[〉╉┿》	╅╇╆′を»

01.15	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

02.10	〈/]	«‶[¨╉╊ぅ〈｠╄	╉¨[¨╊╇»

05.05	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	》/《	«‶¨	]╄╋╄╈′｠╋	¨╀]〈¨ぅ〈╄╊を]〈╁┿╋»

14.30	«╅╇╁｠╄	╇]〈¨[╇╇»

15.30	«╁	40	╊╄〈	╅╇╆′を	〈¨╊を╉¨	′┿』╇′┿╄〈]ぅ...»

16.00	〈/]	«〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00,	04.25	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈¨』╉┿	╉╇‶╄′╇ぅ»

21.00	«¨〈╉[¨╁╄′′｠╈	[┿╆╂¨╁¨[»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╁[╄╋ぅ	╅╄╊┿′╇╈»

01.25	〈/]	«‶¨╃┿[¨╉	]〉╃を╀｠»

02.20	〈/]	«‶[¨╉╊ぅ〈｠╄	╉¨[¨╊╇»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

10.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

11.00	》/《	«‶¨╊┱〈	┿╇]〈┿	′┿╃	╉┿‶〉]〈′｠╋	‶¨╊╄╋»

13.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

13.50	》/《	«╁[╄╋ぅ	╅╄╊┿′╇╈»

15.45	『╁╄〈¨』′｠╄	╇]〈¨[╇╇

16.00	〈/]	«〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈¨』╉┿	╉╇‶╄′╇ぅ»

21.00	«¨〈╉[¨╁╄′′｠╈	[┿╆╂¨╁¨[»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«]〉╋╉┿	╇′╉┿]]┿〈¨[┿»

01.20	〈/]	«‶¨╃┿[¨╉	]〉╃を╀｠»,	╆┿╉╊ぃ』.	]╄[╇ぅ

02.15	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

03.10	〈/]	«‶[¨╉╊ぅ〈｠╄	╉¨[¨╊╇»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00,	17.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	》/《	«╂¨╃	]¨╀┿╉╇»

14.35	«‶[¨【╊┿	╊ぃ╀¨╁を...»

16.00	〈/]	«〈┿╉]╇]〈╉┿»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	«╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇	╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈¨』╉┿	╉╇‶╄′╇ぅ»,	╆┿╉╊ぃ』.	]╄[╇ぅ

21.00	«¨〈╉[¨╁╄′′｠╈	[┿╆╂¨╁¨[»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╃′╄╁′¨╈	‶¨╄╆╃»

01.25	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

02.20	〈/]	«‶[¨╉╊ぅ〈｠╄	╉¨[¨╊╇»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»
7.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»
7.30	》/《	«╀╄╃┿»
9.20	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»
9.50	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»
10.20	》/《	«╅╄′╇〈を	╉┿╆┿′¨╁〉»
17.30	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»
18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»
19.00	«╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇	╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»
19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»
20.00	》/《	«《¨╉〉]′╇╉»
22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41
23.30	》/《	«╃¨╉〈¨[	〈╇	╇	╄╂¨	╅╄′】╇′｠»
01.50	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»
02.45	〈/]	«‶[¨╉╊ぅ〈｠╄	╉¨[¨╊╇»
04.50	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

6.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.30	«╀┿╀を╄	╊╄〈¨»

9.00	》/《	«╉┿[を╄[┿	╃╇╋｠	╂¨[╇′┿»

10.25	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

11.40	》/《	«╃〉ぁ╊を	]╄[╃╄『»

13.30	«]╁┿╃╄╀′¨╄	‶╊┿〈を╄»

14.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

15.00	«╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿»

16.00	》/《	«《¨╉〉]′╇╉»

18.00	«╉〉》′ぅ»

18.30	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

19.00	«′╄╃╄╊ぅ	╀╄╆	╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╉¨]╁╄′′｠╄	〉╊╇╉╇»,	1-4	]╄[╇╇

23.05	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

23.30	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

00.00	》/《	«¨〈『｠	╇	╃╄╃｠»

01.35	》/《	«』〉╅┿ぅ»

03.05	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

04.00	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.55	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

6.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

7.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.50	«╃┿』′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

8.20	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╆╇〈┿	╇	╂╇〈┿»

10.45	╃/《	«╋╄』〈┿〈╄╊╇	╇╆	╀¨╋╀╄ぅ»

11.45	》/《	«]╄╋をぅ»

14.30	》/《	«¨╀¨╊を]〈╇〈╄╊を′╇『┿»

18.00	«‶[¨	〉]┿〈｠》	╇	》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

19.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╉¨]╁╄′′｠╄	〉╊╇╉╇»,	5-8	]╄[╇╇

23.10	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

23.30	«′╄╃╄╊ぅ	╀╄╆	╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00	》/《	«』╇]〈¨	┿′╂╊╇╈]╉¨╄	〉╀╇╈]〈╁¨	[»

03.15	╉¨╋╄╃╇ぅ	«〈┱〈〉【╉┿»

6.00,	8.00	]╄╈』┿]

6.10	«‶¨╃╁¨╃′┿ぅ	¨╃╇]]╄ぅ	╉¨╋┿′╃｠	╉〉]〈¨»

7.00	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.00,	12.00,	15.30	]╄╈』┿]

10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

11.10,	12.30	》/《	«‶¨〈╄[ぅ╁【╇╄	]¨╊′『╄»

13.40	〈/]	«╀┿〈┿╊を¨′｠	‶[¨]ぅ〈	¨╂′ぅ»

15.00,	18.00,	20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	〈/]	«╀╇〈╁┿	╆┿	╋¨]╉╁〉»

00.00	【┿╂╇	╉	〉]‶╄》〉

01.00	》/《	«¨,	╂╃╄	╅╄	〈｠,	╀[┿〈?»

03.10	╅╄′]╉╇╈	╁╄』╄[	′┿	5

04.45	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	8.00	]╄╈』┿]
6.10	«‶¨╃╁¨╃′┿ぅ	¨╃╇]]╄ぅ	╉¨╋┿′╃｠	╉〉]〈¨»
7.00	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.00,	12.00,	15.30	]╄╈』┿]
10.30	╃/《	«¨‶┿]′｠╄	]╁ぅ╆╇»
11.00,	12.30	》/《	«‶¨〈╄[ぅ╁【╇╄	]¨╊′『╄»
13.30	〈/]	«╀┿〈┿╊を¨′｠	‶[¨]ぅ〈	¨╂′ぅ»
15.00,	18.00,	20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»
22.30	〈/]	«╀╇〈╁┿	╆┿	╋¨]╉╁〉»
00.20	》/《	«‶ぅ〈を	╋╇′〉〈	]〈[┿》┿»
02.10	》/《	«╂¨′】╇╉╇»
03.40	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈
04.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00,	8.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.00,	12.00,	15.30	]╄╈』┿]

10.30	╃/《	«¨〈『｠-╋¨╊¨╃『｠»

11.00,	12.30	》/《	«‶¨〈╄[ぅ╁【╇╄	]¨╊′『╄»

13.30	〈/]	«╀┿〈┿╊を¨′｠	‶[¨]ぅ〈	¨╂′ぅ»

15.00,	18.00,	20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	〈/]	«╀╇〈╁┿	╆┿	╋¨]╉╁〉»

00.15	》/《	«]¨〈[〉╃′╇╉	』╉»

02.15	 》/《	 «]╄′〈╇╋╄′〈┿╊を′¨╄	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄	′┿	

╉┿[〈¨【╉〉»

03.55	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈

04.45	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00,	8.00	]╄╈』┿]
6.10	«‶¨╃╁¨╃′┿ぅ	¨╃╇]]╄ぅ	╉¨╋┿′╃｠	╉〉]〈¨»
7.00	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.00,	12.00,	15.30	]╄╈』┿]
10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
11.20,	12.30	》/《	«‶ぅ〈を	╋╇′〉〈	]〈[┿》┿»
13.35	〈/]	«╀┿〈┿╊を¨′｠	‶[¨]ぅ〈	¨╂′ぅ»
15.00,	18.00,	20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»
22.30	〈/]	«╀╇〈╁┿	╆┿	╋¨]╉╁〉»
00.20	》/《	«]╋╄[〈を	′┿	╁╆╊╄〈╄»
02.10	》/《	«╃╁╄	]〈[¨』╉╇	╋╄╊╉╇╋	【[╇《〈¨╋»
04.05	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈
05.00	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	8.00	]╄╈』┿]

6.10	╃/]	«‶¨╃╁¨╃′┿ぅ	¨╃╇]]╄ぅ	╉¨╋┿′╃｠	╉〉]〈¨»

7.00	╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄	》[¨′╇╉╇

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.00,	12.00	]╄╈』┿]

10.30,	12.30	》/《	«]¨〈[〉╃′╇╉	』╉»

13.10	》/《	«]╋╄[〈を	′┿	╁╆╊╄〈╄»

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

15.30,	18.30	]╄╈』┿]

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»

20.00,	01.15	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ.	¨	╂╊┿╁′¨╋

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

23.00	》/《	«]╄╃を╋¨╈	╃╄′を»

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

03.40	》/《	«[¨╉╇[¨╁╉┿	╁	╃╊╇′′〉ぃ	]〈¨[¨′〉»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.50	》/《	«‶¨╃┿[¨╉	』╄[′¨╂¨	╉¨╊╃〉′┿»
10.00	]╄╈』┿]
10.10	》/《	«ぁ〈¨	╀｠╊¨	╁	[┿╆╁╄╃╉╄»
11.55	〈/]	«╀╇〈╁┿	╆┿	╋¨]╉╁〉»
18.30	]╄╈』┿]
18.45	〈/]	«¨《╇『╄[｠»
22.45	〈/]	«〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈	《[¨′〈»
00.40	》/《	«╁]┿╃′╇╉	╁｠]¨╉╇》	[┿╁′╇′»
02.55	》/《	«╁]┿╃′╇╉	╀╄╆	╂¨╊¨╁｠»
04.55	╃/]	«‶¨╃╁¨╃′┿ぅ	̈ ╃╇]]╄ぅ	╉¨╋┿′╃｠	╉〉]〈¨»

6.00	╃/《	«‶¨〈╄[ぅ′′┿ぅ	╉′╇╂┿	′¨]〈[┿╃┿╋〉]┿»

7.00	╃/《	«¨╊╇╋‶╇╈]╉╇╄	╇╂[｠	╅╇╁¨〈′｠》»

8.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋

10.00	]╄╈』┿]

10.10	》/《	«╉¨′╄╉	-	╂¨[╀〉′¨╉»

11.40	》/《	«╋┿[をぅ-╇]╉〉]′╇『┿»

13.20	》/《	«《╇′╇]〈	-	ぅ]′｠╈	]¨╉¨╊»

14.55	》/《	«╁┿[╁┿[┿	╉[┿]┿,	╃╊╇′′┿ぅ	╉¨]┿»

16.40	》/《	«]╁┿╃を╀┿	╁	╋┿╊╇′¨╁╉╄»

18.30	]╄╈』┿]

18.45	〈/]	«╊ぃ╀¨╁′╇『┿»

22.30	》/《	«╇′〈╄[╃╄╁¨』╉┿»

01.25	》/《	«╃¨[¨╂¨╈	╃╅¨′»

03.40	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈

04.30	╃/《	«¨╊╇╋‶╇╈]╉╇╄	╇╂[｠	╅╇╁¨〈′｠》»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«┿〈｠-╀┿〈｠,	【╊╇	]¨╊╃┿〈｠»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00,	20.30	«]¨]╄╃╇»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.45	》/《	«╋╄╊╉╇╈	╀╄]»
03.30	》/《	«╀┿╈[¨′.	‶[╇〈』┿	¨╀	¨╃╄[╅╇╋¨╋»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«╁｠]〈[╄╊	╁	]‶╇′〉»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00,	20.30	«]¨]╄╃╇»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.30	》/《	«╀╄¨╁〉╊を《»
03.10	》/《	«╁｠]〈[╄╊	╁	]‶╇′〉»
04.55	》/《	«╊╄〈¨	╊ぃ╀╁╇»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«『╄′┿	]¨╉[¨╁╇】»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00,	20.30	«]¨]╄╃╇»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.35	》/《	«╂′¨╋	‶¨	╇╋╄′╇	╂′¨[╋	 (╋¨╈	′¨╁｠╈	

′┿‶┿[′╇╉)»
03.05	》/《	«『╄′┿	]¨╉[¨╁╇】»
04.45	》/《	«╁]╄	╁¨╉[〉╂	╆┿]｠‶┿╊¨	]′╄╂¨╋»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«┿ぁ╊╇〈┿,	′╄	‶[╇]〈┿╁┿╈	╉	╋〉╅』╇′┿╋»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00,	20.30	«]¨]╄╃╇»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.35	》/《	«╇]』╄╆′¨╁╄′╇╄»
03.30	》/《	«╀┿╈[¨′.	‶[╇〈』┿	¨╀	¨╃╄[╅╇╋¨╋»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«╀╄[╄╂╇]を	┿╁〈¨╋¨╀╇╊ぅ»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00,	20.30	«]¨]╄╃╇»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.30	》/《	«′╄‶¨╃╉〉‶′｠╈»
03.20	》/《	«╁]╄	╁¨╉[〉╂	╆┿]｠‶┿╊¨	]′╄╂¨╋»
04.50	》/《	«╊╄〈¨	╊ぃ╀╁╇»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.15	》/《	«┿ぁ╊╇〈┿,	′╄	‶[╇]〈┿╁┿╈	╉	╋〉╅』╇′┿╋»

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.20	«‶[╄╃‶[╇′╇╋┿〈╄╊を»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

10.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╁¨╉╆┿╊	╃╊ぅ	╃╁¨╇》»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«ぅ	【┿╂┿ぃ	‶¨	╋¨]╉╁╄»

16.05	╉¨╋╄╃╇ぅ	«‶¨╉[¨╁]╉╇╄	╁¨[¨〈┿»

19.00	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╀╄[╄╂╇]を	┿╁〈¨╋¨╀╇╊ぅ»

21.00	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨	‶¨-[〉]]╉╇»

23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»

00.30	╀¨╄╁╇╉	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»

01.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╁¨╉╆┿╊	╃╊ぅ	╃╁¨╇》»

04.20	╃[┿╋┿	«┿〈｠-╀┿〈｠,	【╊╇	]¨╊╃┿〈｠»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.20	╉¨╋╄╃╇ぅ	«ぅ	【┿╂┿ぃ	‶¨	╋¨]╉╁╄»
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.10	╉¨╋╄╃╇ぅ	«』┿[¨╃╄╇»
13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
14.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╋╇╋╇′¨»
16.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«‶¨	]╄╋╄╈′｠╋	̈ ╀]〈¨ぅ〈╄╊を]〈╁┿╋»
19.25	╉¨╋╄╃╇ぅ	«¨]╄′′╇╈	╋┿[┿《¨′»
21.25	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨	‶¨-[〉]]╉╇»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
00.30	╀¨╄╁╇╉	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»
01.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«』┿[¨╃╄╇»
02.45	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╋╇╋╇′¨»
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6:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
7:30	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋
8:00	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
8:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
8:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
9:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
10:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
11:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
11:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
12:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
13:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

╂[╇′¨╋
14:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
14:40	 ╀╊┿╂¨〉]〈[¨╈]〈╁¨	‶[〉╃¨╁	╇	╇》	̈ ╀]╊〉╅╇-

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

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

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

《[┿′『╇╇
21:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
22:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
22:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
23:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
23:40	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
0:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
1:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
2:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
2:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
3:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
3:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
4:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
4:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
5:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
5:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『

6:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
6:40	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇
7:15	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
7:45	 ¨》¨〈′╇』を╇	╀┿╈╉╇
8:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈
8:40	 ¨》¨〈┿	′┿	╁┿╊を╃【′╄‶┿	╁	╀¨]′╇╇
9:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
10:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
10:30	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋
11:00	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
11:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
11:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
12:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
13:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
14:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
14:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
15:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
16:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

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

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

╂[╇′¨╋
8:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
8:40	 ‶[┿╁╇╊┿	╊¨╁╊╇	╉[〉‶′｠》	¨╉〉′╄╈
9:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
10:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
10:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
11:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
11:40	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
12:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
13:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
14:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
14:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
15:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
15:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
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╄しすぬ ゃけこさけしに? ‶うてう くぇき 

くぇ ねかっおすさけくくにえ ぇょさっし 
gazeta-bonzyr@yandex.ru

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

╆′┿╈ ′┿【╇》!

╋╄』〈┿ せ ╁ぇくう 【うくおぇさっゃぇ けぉにつくぇは: こけかせつうすぬ こさけ-
そっししうの, しょっかぇすぬ おぇさぬっさせ… ‶さうつひき, こさけそっししうの 

たけつっす こさうけぉさっしすう くっ けょくせ, ぇ くっしおけかぬおけ さぇいくにた. ′け けぉけ 
ゃしひき こけ こけさはょおせ.

〉いくぇゃ けぉ せつぇしすうう ╇ゃぇくぇ 
ゃ ╋っあょせくぇさけょくけき おけくおせさしっ 
のくにた ゃけおぇかうしすけゃ ぇおぇょっきう-
つっしおけゅけ あぇくさぇ くぇ こさうい ゅけ-
さけょぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, きに こけ-
しこってうかう ゃしすさっすうすぬしは し のくけえ 
いくぇきっくうすけしすぬの ておけかに う さぇし-
しこさけしうすぬ っゅけ け ゃこっつぇすかっくうはた, 
せしこったぇた う こかぇくぇた くぇ ぉせょせとっっ. 

╉ぇお こさういくぇかしは しぇき ╁ぇくは, 
こっすぬ けく くぇつぇか けつっくぬ さぇくけ. 
〉あっ ゃ すさう ゅけょぇ ゃきっしすっ し ぉぇ-
ぉせておけえ くぇこっゃぇか «〉 ちっさおゃう 
しすけはかぇ おぇさっすぇ…» ┿ ゃ きせ-
いにおぇかぬくせの ておけかせ こさうてひか 
ゃ てっしすぬ かっす. ╇しおぇか しっぉは ゃ 
さぇいくにた くぇこさぇゃかっくうはた, ぇ こけ-
ゃいさけしかっゃ, こけくはか: っゅけ おけくひお – 
ぇおぇょっきうつっしおけっ うしこけかくっくうっ.

 ╋に せあっ しかにてぇかう «╃っくぬ 
‶けぉっょに», «╀っさう てうくっかぬ…» 
う ょさせゅうっ ゃけっくくにっ こっしくう ゃ 
うしこけかくっくうう ╇ゃぇくぇ 【うくおぇさっ-
ゃぇ くぇ ゅけさけょしおうた おけくちっさすぇた ゃ 
きぇっ こさけてかけゅけ ゅけょぇ. ╇ ょっかぇか 
けく ねすけ し ぉけかぬてうき せょけゃけかぬ-
しすゃうっき. ぅ ぉに しおぇいぇかぇ – しぇきけ-
いぇぉゃっくくけ. ‶けねすけきせ, おけゅょぇ こっ-
ょぇゅけゅ こけ ゃけおぇかせ 〈.╁. 《けきうくぇ 
しけけぉとうかぇ ╁ぇくっ け こさっょしすけは-
とっき おけくおせさしっ う こさっょかけあうかぇ 
せつぇしすゃけゃぇすぬ, けく, おけくっつくけ, さっ-
てうか こけこさけぉけゃぇすぬ. 

– ぁすけ しゃけっけぉさぇいくにえ 
きぇしすっさ-おかぇしし: きけあくけ せゃう-
ょっすぬ しゃけう けてうぉおう う けてうぉおう 
ょさせゅうた せつぇしすくうおけゃ, こけしすぇ-
ゃうすぬ ょかは しっぉは こかぇくおせ, いぇょぇ-
つう, お つっきせ くせあくけ しすさっきうすぬしは, 
– けぉなはしくうか のくにえ ゃけおぇかうしす. 
╇ くぇつぇかぇしぬ しっさぬひいくぇは こけょゅけ-
すけゃおぇ. ╁にぉけさ こぇか くぇ ╋けちぇさ-
すぇ – «┿さうは 《うゅぇさけ», ]っさけ-
ゃぇ – «【うさけおぇは きぇしかっくうちぇ», 
させししおせの くぇさけょくせの こっしくの 
«╁ぇさはゅ», «〉かっすっかぇ こすうつおぇ» 
╂せさうかひゃぇ.

– ‶けしかっ こっさゃけゅけ すせさぇ 
ぉにかけ けとせとっくうっ こけさぇあっ-
くうは, くぇしすけかぬおけ しうかぬくにきう 
う こけょゅけすけゃかっくくにきう けおぇいぇ-
かうしぬ しけこっさくうおう. ‶けさぇいうかう 
うた ゅけかけしぇ, すったくうおぇ うしこけか-
くっくうは, しさぇいせ せゃうょっか しゃけう 
くっょけしすぇすおう, – こさういくぇかしは 
╇ゃぇく. – ′け ぉっいせきくけ ぉにか 
しつぇしすかうゃ, つすけ こさけてひか ゃけ 
ゃすけさけえ すせさ! 

╆ぇ ょっくぬ ぉっさっいけゃつぇくうく 
こけきっくはか こさけゅさぇききせ う ゃけ 
ゃすけさけき すせさっ あのさう – ぇ ねすけ 
きぇしすうすにっ きせいにおぇくすに, こさっ-
こけょぇゃぇすっかう おけくしっさゃぇすけさうう 
う ょうさうあひさに – こけたゃぇかうかう 
のくけてせ いぇ すけ, つすけ しこさぇゃうかしは 
し ょけしすぇすけつくけ しかけあくにき こさけ-

ういゃっょっくうっき «【うさけおぇは きぇし-
かっくうちぇ». 

‶けしかっ ゃすけさけゅけ すせさぇ ゃしっ 
せつぇしすくうおう ぇゃすけきぇすうつっしおう 
こっさってかう ゃ すさっすうえ. ぁすけ いくぇ-
つうかけ, つすけ ょうこかけき せつぇしすくうおぇ 
«せあっ ゃ おぇさきぇくっ». ╉さけきっ ょう-
こかけきぇ ╇. 【うくおぇさっゃ いぇ きせいに-
おぇかぬくけしすぬ こけかせつうか しこっちこさうい 
(きせいにおぇかぬくにえ ちっくすさ けす [けし-
しうえしおけゅけ きっあょせくぇさけょくけゅけ 
そけくょぇ おせかぬすせさに ′.]. ╋う-
たぇかおけゃぇ) おぇお «のくにえ すぇかぇくす, 
こけょぇのとうえ くぇょっあょに». 〈ぇおぇは 
けちっくおぇ すゃけさつっしすゃぇ けおさに-
かうかぇ ╁ぇくの う こけょすけかおくせかぇ 
いぇょせきぇすぬしは くぇょ こさけそっししう-
けくぇかぬくけえ おぇさぬっさけえ ゃけおぇ-
かうしすぇ. ¨く さってうか こけしすせこぇすぬ 
ゃ ねすけき ゅけょせ ゃ きせいにおぇかぬくけっ 
せつうかうとっ うき. ‶.』ぇえおけゃしおけゅけ.  
′け ねすけゅけ のくけてっ くっょけしすぇすけつ-
くけ. ╉すけ いくぇっす ╇ゃぇくぇ 【うくおぇ-
さっゃぇ, くうつっゅけ けぉなはしくはすぬ くっ 
くぇょけ: すぇかぇくすかうゃにえ つっかけゃっお 
しこけしけぉっく くぇ きくけゅけっ. ╉ぇお 
すぇき, せ ┿ゅくうう ╀ぇさすけ: «╃さぇき-
おさせあけお, おさせあけお こけ そけすけ, 
たけさ-おさせあけお – きくっ こっすぬ けたけ-
すぇ!» 〈ぇお ゃけす ねすけ こさけ くっゅけ. 
‶けすけきせ つすけ ╇ゃぇく いぇくうきぇ-
っすしは きせいにおけえ – くっこかけたけ 
うゅさぇっす くぇ しおさうこおっ, さうしせっす, 
こうてっす しすうたう う ゃにしすせこぇっす ゃ 
すっぇすさっ… ′け しぇきけっ ゅかぇゃくけっ 
っゅけ せゃかっつっくうっ – うしすけさうは 
[けししうう, こっさうけょ ╂さぇあょぇく-
しおけえ ゃけえくに, くぇつぇかけ XX ゃっおぇ. 
‶けつっきせ?

– ‶けすけきせ つすけ しっゅけょくは 
けぉとっしすゃけ ょけかあくけ しすさけうすぬ 
ぉせょせとっっ, せつうすにゃぇは けてうぉおう 
こさけてかけゅけ, – けぉなはしくはっす しゃけの 
こけいうちうの ょっゃはすうおかぇししくうお 
【うくおぇさっゃ.

¨く せあっ しっえつぇし ゅけすけゃ お ゅけ-
しねおいぇきっくせ こけ うしすけさうう. ╃けかゅけ 
ういせつぇか ょけおせきっくすに ゃ せさぇかぬ-
しおうた ぇさたうゃぇた, ゃ ぉうぉかうけすっおぇた 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, つすけぉに  しけい-
ょぇすぬ せゃっしうしすにえ すさせょ けぉな-
ひきけき ゃ 336 しすさぇくうち くぇ すっきせ: 
«╂さぇあょぇくしおぇは ゃけえくぇ. ╀っかけっ 
う おさぇしくけっ ょゃうあっくうは くぇ 〉さぇ-
かっ». ¨つっくぬ けいぇょぇつうか しゃけっゅけ 
せつうすっかは うしすけさうう ╄かっくせ ╁ぇょう-
きけゃくせ ]うゃおけゃせ, おけすけさぇは ゃしひ 
ねすけ すけあっ ょけかあくぇ こさけつうすぇすぬ 
う けちっくうすぬ.

╇ っとひ けょくうき しっおさっすけき 
こけょっかうかしは ╇ゃぇく: けく しけぉう-
さぇっすしは こけしかっ けおけくつぇくうは きせ-
いせつうかうとぇ こけかせつうすぬ ゃ 〉さ《〉 
うしすけさうつっしおけっ けぉさぇいけゃぇくうっ, 
ぇ すぇおあっ ゃ 〉╂╉ うき. ╋せしけさゅしおけ-
ゅけ – ゃけおぇかぬくけっ. ‶けあっかぇっき 
っきせ せょぇつう う うしこけかくっくうは ゃしった 
くぇきっつっくくにた こかぇくけゃ. ¨つっくぬ 
たけつっすしは ゃしおけさっ せしかにてぇすぬ ねすせ 
いゃせつくせの そぇきうかうの しさっょう うい-
ゃっしすくにた かのょっえ う しおぇいぇすぬ: «┿ 
は っゅけ いくぇの! ¨く せつうかしは ゃ くぇ-
てっえ ておけかっ!»

′┿╋｠╊╇╊╇

ぁ╉╆┿╋╄′｠? ╀¨ぃ]を-╀¨ぃ]を! 
╁ ねすけき ゅけょせ きくっ こさっょしすけうす しょぇゃぇすぬ ╄╂ぁ. ╉けゅょぇ は くっさゃくうつぇの, うい ゅけ-

かけゃに ゃにかっすぇのす ゃしっ いくぇくうは, ぉけのしぬ, つすけ くぇ ねおいぇきっくっ さぇしすっさはのしぬ う いぇ-
ぉせょせ ゃしひ. ╉ぇお しこさぇゃうすぬしは し ゃけかくっくうっき う せしこってくけ しょぇすぬ ゃにこせしおくにっ? 

¨かぬゅぇ, せつぇとぇはしは 11 おかぇししぇ
╁けかくけゃぇすぬしは こっさっょ ねおいぇきっくけき – ねすけ 

くけさきぇかぬくけ. ╂かぇゃくけっ, しせきっすぬ ゃいはすぬ しっぉは 
ゃ させおう う ゃにょぇすぬ ゃしひ, つすけ せょぇかけしぬ いぇ-
こけきくうすぬ う ういせつうすぬ.

′ぇおぇくせくっ ねおいぇきっくぇ しすけうす たけさけてっくぬ-
おけ ゃにしこぇすぬしは. ╁け-こっさゃにた, すに けすょけ-
たくひてぬ, う こけはゃはすしは しうかに. ╁け-ゃすけさにた, 
せすさけ ゃっつっさぇ きせょさっくっっ – ゃしひ, つすけ こさけ-
つうすぇくけ こっさっょ しくけき, くぇせすさけ おさっこおけ いぇ-
しはょっす ゃ こぇきはすう.

‶け ょけさけゅっ くぇ すっしすうさけゃぇくうっ きけあくけ しかせ-
てぇすぬ こかっっさ: すぇお すに けゅさぇょうてぬしは けす ゃしっ-
ゅけ, つすけ きってぇっす すっぉっ しけしさっょけすけつうすぬしは, ぇ 
きせいにおぇ せしこけおけうす う しくうきっす くぇこさはあっくうっ. 
‶さっおさぇしくけ こけょけえょせす きぇさてう, いぇこうしう ょせたけ-
ゃにた けさおっしすさけゃ うかう おかぇししうおぇ.

╄しかう あっ ゃけかくっくうっ ょぇひす け しっぉっ いくぇすぬ, 
くっ こっえ せしこけおけうすっかぬくにっ! ¨くう しょっかぇのす 
すっぉは «しけくくけえ きせたけえ», う すゃけう さっぇおちうう 
ぉせょせす いぇすけさきけあっくくにきう. [ぇいゃっ ねすけ くせあ-
くけ くぇ ねおいぇきっくっ?

╊せつてっ ゃけしこけかぬいせえしは ぇせすけすさっくうくゅけき. 
╁しこけきくう しゃけの こけぉっょせ – かのぉせの – すけす きけ-

きっくす, おけゅょぇ すっぉは こっさっこけかくはかう しつぇしすぬっ 
う ゅけさょけしすぬ. ╇ こけしすぇさぇえしは こさけつせゃしすゃけ-
ゃぇすぬ ねすう ねきけちうう, くぇしすさけえしは くぇ せしこった. 
╁っょぬ きに しぇきう しっぉは こさけゅさぇききうさせっき. ′っ 
ょけこせしおぇえ くう っょうくけえ ゅさせしすくけえ きにしかう! 
′ぇょけ ょせきぇすぬ: «は しこけおけえくぇ, は せゃっさっくぇ ゃ 
しっぉっ, は しこさぇゃかのしぬ, は ゃしひ こけきくの, は しきけ-
ゅせ!» ╇ こけゃすけさはえ ねすけ «いぇおかうくぇくうっ» こさけ 
しっぉは こけつぇとっ.

』すけぉに しくはすぬ くぇこさはあっくうっ, くぇょけ さぇし-
しかぇぉうすぬ すっかけ: こけすはくうしぬ, さぇいけきくう こかっ-
つう, てっの, しょっかぇえ おさせゅけゃにっ ょゃうあっくうは 
ゃかっゃけ う ゃこさぇゃけ, かっゅおけ こけきぇししうさせえ させおう 
う ゅけかけゃせ. ╉しすぇすう, しゃけぉけょくぇは こけいぇ くぇ 
ねおいぇきっくっ – かうてくうえ すっぉっ こかのし, ゃっょぬ 
しこけおけえくけ ょっさあぇすしは かのょう, おけすけさにっ せゃっ-
さっくに ゃ しっぉっ う しゃけうた けすゃっすぇた.

╄しかう すっぉっ せあっ おぇあっすしは, つすけ ゃしひ こさけ-
こぇかけ, ゃけかくっくうっ いぇたかひしすにゃぇっす, すに «こかぇ-
ゃぇってぬ» う くっ きけあってぬ くぇえすう すけつおせ けこけ-
さに, こけょせきぇえ け すけき, つすけ ねすけす ねおいぇきっく 
– っさせくょぇ ゃ きぇしてすぇぉぇた ╁しっかっくくけえ! ′う 
こせたぇ, くう こっさぇ!

‶[¨╀┿ ‶╄[┿

╇ゃぇく 【╇′╉┿[╄╁: 

«┯╂┥┲┦╀ ┮ ┬┵┮┷┵┵┶┦┷ ┨┩┯┤┩┶ ┰┩┱╃ ┵┬┯╀┱┩┩!»
′うくぇ ╇]┿╉¨╁┿

′ぇ すさぇょうちうけくくにえ かうすっさぇすせさくにえ おけくおせさし, こけしゃはとひくくにえ こぇきはすう ╄.‶. 
╉かのてくうおけゃけえ, せつぇとうっしは ておけか ゅけさけょぇ こさうしかぇかう しゃけう すゃけさつっしおうっ さぇ-
ぉけすに: しすうたう, しけつうくっくうは, こさっいっくすぇちうう. ╁けしぬきうおかぇししくうおう うい かうちっは わ7  
こけょっかうかうしぬ しゃけうき ゃいゅかはょけき くぇ うょっぇかぬくけっ ゅけしせょぇさしすゃけ う けぉとっしすゃけ. 

ÄÐÅÂÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ 
[せょけかぬそ ╉¨‶〈╄╁
╇ょっぇかぬくにえ ゅけさけょ ゃ きけうた そぇくすぇいうはた 

こさっょしすぇひす ゃ ゃうょっ ょっさっゃぇ, けゅさけきくけゅけ, ゃにしけ-
おけゅけ. ‶けつっきせ うきっくくけ すぇお? ‶けすけきせ つすけ しかけ-
ゃけしけつっすぇくうは «ょさっゃけ あういくう», «ゅっくっぇかけゅう-
つっしおけっ ょさっゃけ» ぇししけちううさせのすしは し っょうくしすゃけき 
う しけゅかぇしうっき. ‶けすけきせ つすけ せ ょっさっゃぇ っしすぬ おけさ-
くう – けこけさぇ, う おさけくぇ – いぇとうすぇ. ┿ つすけ っとひ 
つっかけゃっおせ くせあくけ ょかは おけきそけさすくけえ あういくう? 

′ぇ ゃっすゃはた きけっゅけ ょっさっゃぇ あうかう ぉに 
こさっょしすぇゃうすっかう さぇいくにた くぇ-
ちうけくぇかぬくけしすっえ しけ しゃけうきう 
すさぇょうちうはきう, けぉにつぇはきう, 
うしすけさうっえ う おせかぬすせさけえ. ╁っす-
ゃう ょっさっゃぇ くっ さぇいょっかはっす 
けおっぇく, こけねすけきせ きけあくけ つぇとっ 
いぇゅかはょにゃぇすぬ ゃ ゅけしすう お うすぇ-
かぬはくちぇき う はこけくちぇき, くっきちぇき 
う そさぇくちせいぇき. ‶さっょしすぇゃかはっ-
すっ, ょっすう ゃしっゅけ きうさぇ ゅせかはかう 
ぉに, ょさせあうかう, けぉとぇかうしぬ, うい-

せつぇかう はいにおう. ╃っさっゃけ – おけこうかおぇ おせかぬ-
すせさに つっかけゃっつっしすゃぇ. [ぇいゃっ くっ いょけさけゃけ?

′ぇ きけひき ょっさっゃっ ぉにかけ ぉに きっくぬてっ 
おけくそかうおすけゃ, ゃっょぬ くっかぬいは させぉうすぬ しせお, 
くぇ おけすけさけき あうゃひてぬ. ′せ ぇ しぇきけっ ゅかぇゃ-
くけっ, ょっさっゃけ ゃしっゅょぇ しすさっきうすしは ゃゃにしぬ – ぇ 
ねすけ ゅぇさぇくすうは せゃっかうつっくうは つうしかぇ っゅけ あう-
すっかっえ. ╇ し おぇあょにき ゅけょけき こさうぉぇゃかはっす-
しは こけ おけかぬちせ ゃ ょうぇきっすさっ, いくぇつうす, けくけ 

しすぇくけゃうすしは ゃしひ せしすけえつうゃっっ 
う ぉっいけこぇしくっっ. ]おけかぬおけ かっす 
あうゃひす つっかけゃっつっしすゃけ? ‶さっょ-
しすぇゃかはっすっ, おぇおけえ てうさうくに 
きけひ ょっさっゃけ? ╄ゅけ くっ けょけかっっす 
くうおぇおけっ ちせくぇきう. 

ぁすけ きっつすに, くけ けくう, おぇお うい-
ゃっしすくけ, – けしくけゃぇ ょかは こかぇくう-
さけゃぇくうは ょっえしすゃうえ. ぁえ, こけいう-
すうゃくにえ うくあっくっさ, ょぇさの すっぉっ 
こさけっおす ゅけさけょぇ-きっつすに. 

ÑËÅÄÓß ÁÓÊÂÅ ÇÀÊÎÍÀ 
┿かうしぇ ╋┿〈ぃ》╇′┿
ぅ くぇ こっさゃけっ きっしすけ しすぇゃかの しっきぬの, 

ゃけしこうすぇくうっ ょっすっえ. ╄しかう おぇあょけっ しかっ-
ょせのとっっ こけおけかっくうっ ぉせょっす かせつてっ こさっ-
ょにょせとっゅけ, ねすけ けぉっしこっつうす さぇいゃうすうっ う 
こさけちゃっすぇくうっ. ╃っすう – ぉせょせとうっ ゅさぇあょぇ-
くっ うょっぇかぬくけゅけ ゅけしせょぇさしすゃぇ – ょけかあくに 
くっ すけかぬおけ せきっすぬ こけかぬいけゃぇすぬしは しゃけうきう 
こさぇゃぇきう, くけ う せつうすぬしは ゃにこけかくはすぬ けぉは-
いぇくくけしすう. ╁っょぬ ういゃっしすくけ: おけゅょぇ おぇあょにえ 
ぉせょっす つっしすくけ あうすぬ, けぉとっしすゃけ ぉせょっす 
さぇいゃうゃぇすぬしは ぉっい せつぇしすうは こさけおせさぇすせさに. 

«′せ せあ ねすけ うい きうさぇ そぇくすぇしすうおう», – 
しおぇあっすっ ゃに. ′け つすけぉに ねすけ しすぇかけ さっぇかぬくけ-
しすぬの, くせあくに いぇおけくに, ゃぇあくけしすぬ おけすけさにた 
ぉせょっす こけくはすくぇ おぇあょけきせ. 〈けゅょぇ ぉけかぬてうく-
しすゃけ しすぇくっす うた うしこけかくはすぬ, ぇ けしすぇかぬくにき 
ぉせょっす しすにょくけ うき くっ しかっょけゃぇすぬ. ╀っいいぇ-

おけくうっ くぇつうくぇっすしは し きぇかけゅけ: こさけきけかつぇか, 
こさけてひか きうきけ, くっ こけきけゅ – う せあっ いぇゃすさぇ 
すぇおあっ きけゅせす こけしすせこうすぬ う し すけぉけえ. ぁすけ おぇお 
さぇい う くぇいにゃぇのす ゅさぇあょぇくしおけえ こけいうちうっえ. 

¨ょくうき しかけゃけき, けつっくぬ あぇかぬ, つすけ いぇ 
たけさけてうきう しかけゃぇきう «すけかっさぇくすくけしすぬ», 
«くさぇゃしすゃっくくけしすぬ», «ゅさぇあょぇくしすゃっくくけしすぬ» 
こけさけえ くっ しすけうす くうつっゅけ. ┿ ねすう こけくはすうは – 
けしくけゃぇ しけいょぇくうは うょっぇかぬくけゅけ ゅけしせょぇさしすゃぇ. 

ÂÑE ÈÄÅÀËÜÍÎÅ – ÏÐÎÑÒÎ! 
╄おぇすっさうくぇ ┿╂╄╄╁┿ 
╁ぇあくせの さけかぬ ゃ さぇいゃうすうう ゅさぇあょぇく, ぇ 

いくぇつうす, う ゅけしせょぇさしすゃぇ, ょけかあくけ うゅさぇすぬ 
けぉさぇいけゃぇくうっ, けしけぉっくくけ ゅせきぇくうすぇさくけっ. 
]ぇきう こけしせょうすっ: うくけしすさぇくくにっ はいにおう くせあ-
くに ょかは けぉとっくうは し ゅさぇあょぇくぇきう ょさせゅうた 
しすさぇく, ぇ ねすけ けぉきっく けこにすけき, ゃけいきけあくけしすぬ 
こけょっかうすぬしは しゃけうき きくっくうっき. 《うかけしけそうは 
う うしすけさうは – けこにす こさけてかけゅけ, ぉっい おけすけさけ-
ゅけ しかけあくけ さぇいゃうゃぇすぬしは. [せししおうえ はいにお – 
しけたさぇくっくうっ くぇちうけくぇかぬくけえ おせかぬすせさに. 

╉しすぇすう, け おせかぬすせさっ: くぇてう しけけすっつっしすゃっく-
くうおう ょぇあっ ゃ しすさぇてくにっ ゃけっくくにっ ゅけょに 
しすぇさぇかうしぬ しけたさぇくうすぬ ょかは こけすけきおけゃ こぇ-
きはすくうおう おせかぬすせさに う うしおせししすゃぇ, ぇ きに ねすけゅけ 
くっ ちっくうき. ╋に ょぇあっ くっ くぇたけょうき ゃさっきっくう, 
つすけぉに こけしっすうすぬ すっぇすさ うかう ゃにしすぇゃおせ. ╁に-
っいあぇっき いぇ ゅさぇくうちせ, くけ くう さぇいせ くっ こせすっ-
てっしすゃけゃぇかう こけ ╆けかけすけきせ おけかぬちせ [けししうう, 
くっ っいょうき ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ, つすけぉに けぉけ-
ゅぇすうすぬ ょせてせ. ┿ ゃっょぬ ゃしひ ねすけ くぇき ょけしすせこくけ. 
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8-902-26-75-615

[╄
╉╊

┿╋
┿

Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ.

Äåøåâî.
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉しかせゅう ╂させいけこっさっゃけいおう [ぇいくけっ

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╅うゃけすくにっ

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╉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, こけさけしはすぇ. 8-912-66-
01-625.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ, ゅせしう う うくょのおう, 
おせさに. 8-950-20-57-036.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

╇とせ さぇぉけすせ ‶さけうしてっしすゃうは
• ‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.

[╄╉╊┿╋┿

• ╅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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨つっゃうょちっゃ ╃〈‶ 29.03.2011 

ゃ 19-30 ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉う-

さけゃぇ, 76 き/せ ╁┿╆-21013, ゅ/く ╄ 959 
》〉 う 》っくょぇえ-ねかぇくすさぇ, ゅ/く ╋ 635 ╉╉ 
しけけぉとうすぬ こけ すっか. 8-908-91-26-124.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ゃぇさすうさに こけしせすけつくけ, こけ つぇ-
しぇき. 8-965-53-00-444.

[╄╉╊┿╋┿

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

• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-912-66-
67-219.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, 6 しけす. 
8-904-54-63-186.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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
• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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 せつ-お お/し "¨しすさけゃけお" (さ-く 
44 おゃぇさすぇかぇ), せ ゃけょに, 7 しけす., ╊ぁ‶ 
っしすぬ. 『. 380 す.さ. 8-912-61-09-034.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょけゃにえ せつ-お, こ. ‶っさゃけきぇえ-
しおうえ, ょけき 2 ねす., 6,2 しけす., ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ. 8-919-37-35-515.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, さ-く ┿ゃすけしすぇくちうう. 8-902-
87-63-199.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ わ7/77, あ/ぉ, こけゅさっぉ 
(ゃ さ-くっ ╋っつっすう). 『. 80 す.さ. 〈けさゅ. 
8-912-24-45-066.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «‶さうかうゃ». [っぇかういせっき 
しせたけえ けこうか. ╃けしすぇゃおぇ. 4-91-73.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけきけくすぇあ. 8-965-50-
10-351.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-
529.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

420, 8-952-72-83-868.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉ 6た6, おぇつっしすゃっくくにえ, Ø 28-
30 しき, ゃにしけすぇ 3 き. 8-902-44-87-501.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っかけしうこっょ "〉さぇか" ゃ たけさ. しけしすけ-
はくうう. 『. 1500 させぉ. 8-905-80-55-437.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 
させぉ./つ. 8-904-54-32-354.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-919-36-28-185.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 4 き, さっそさうあっさぇすけさ. 
8-904-17-04-986.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ‶け [けししうう. 8-952-13-80-272.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

]こっちすったくうおぇ

╀ういくっし

‶さけょせおすに こうすぇくうは
ÏÐÎÄÀÌ

• ╋っかおぇは おぇさすけておぇ. 8-904-98-

76-732.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉┿╋┿╆ 5320, ぉけさすけゃけえ しけ 
しこぇかぬくうおけき, ゃ さぇぉけつっき しけしすけは-
くうう. 8-902-44-87-501.

[╄╉╊┿╋┿

• "』っささう ┿きせかっす", 2006 ゅ.ゃ. 
けょうく たけいはうく, ╂〉[, ねか. しすっおかけこけょな-
っきくうおう, こけょけゅさっゃ しうょっくうえ, おけく-
ょうちうけくっさ, しうゅくぇかういぇちうは, こさけぉっゅ 
30 すにし. おき, しけしす. たけさ. 8-922-22-38-
624, ┿かぬぉっさす.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-919-36-28-185.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

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

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

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

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

1300

1
4
0
0

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706

[╄
╉╊

┿╋
┿

www.terra_ekb.ru

′ぇゃけい おけくしおうえ 
ゃ きっておぇた

[╄
╉╊

┿╋
┿

Тепли@ы
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 м

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

Блоки 
из полистеролбетона 

ＱＡ ４ＳＷＦＺ 
３Ｎ０４ｂ ＱＡ ３ＵＦＺｍ３０ＡＺ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄╉╊┿╋┿



7brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
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ぢëñÑäëó　öó0, ÖíêÜÑ　àñ½Üï　 ç ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, 
Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëíßÜöÜ öëñßÜ0öï　 

◊ 】》╅[《╇ぅ¨[¨ 
◊ ╅》》╅『╅【ぁ¨[¨ 

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

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

£çÜÖóöá ç ëíßÜôññ çëñ½　 ï 9.00 ÑÜ 17.00 ô.

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

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

◊ ┑┍┉〞┏┞-┏〞┐┑┍┖┌┇┉〞 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:

┳》╉╈《》′ょ』′ゅ 』》╉╅【╉』『ょ:

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

‘○＄￥★○％↑◎％← ″ ℃┻ 仝＄○＄£☆″●＆％＃ 
§° ★☆●◎☆↑§§◇← ○°′☆◎◇ ◎○＄′◇＄◎●↑

êîíòðîëåð-îõðàííèê
○°′☆◎° ●＠＄§§°↑
Òåë. 4-61-71 

£″☆§％◎〒 ″ ○°′☆△＄＄ ″○＄＠↑ ● じ┽くく △┻ ￥☆ ぐし┽くく △┻

‘○＄￥★○％↑◎％← ″ ℃┻ 仝＄○＄£☆″●＆％＃ 
§° ★☆●◎☆↑§§◇← ○°′☆◎◇ ◎○＄′◇＄◎●↑

óáîðùèê ïîìåùåíèé
★☆＊§※＃ ○°′☆△％＃ ￥＄§〒

Òåë. 4-61-71 
£″☆§％◎〒 ″ ○°′☆△＄＄ ″○＄＠↑ ● じ┽くく △┻ ￥☆ ぐし┽くく △┻

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

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

4-61-71, Ｅ３ＳＱＦＺｎ ３ Ｗ０１ＳｉＡＡ ３ＷＡＰｒ Ｘ Γくヰヰ ８Ｓ ヱΑくヰヰ ｉく

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 

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

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

』『《ぁ〉《 
【『╊╆】ょ【』っ:

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

ゅ￥☆★◇●◎％＠° げ┸ こ ℃○◇★★°ょ

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

【かし. 4-00-04

[╄
╉╊

┿╋
┿

╁ぇおぇくしうう

〉すっさう

• ╁けょうすっかう ゃ すぇおしう, くぇ "╁┿╆". 
╃うしこっすつっさに. 8-922-14-79-096.

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.

• ‶ぇさうおきぇたっさに. 8-908-63-39-161.

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

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

• [ぇいくけさぇぉけつうえ, 18-30 かっす, 
ゅさぇあょぇくしすゃけ [《, い/こ 18 す.さ., ゅ. ╀っ-

さひいけゃしおうえ. 8 (343) 344-00-40.

• ¨そうし-きっくっょあっさ, ょっゃ. 18-30 
かっす, い/こ 18 す.さ., いくぇくうっ ‶╉, こさう-

はすくぇは ゃくってくけしすぬ, ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ. 
8 (343) 344-00-40.

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

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

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

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

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

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

• ╉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.

• ¨¨¨ "》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.

• ╂させいつうおう (ゅさぇあょぇくしすゃけ [《). 
8-912-23-34-526.

• 〉ぉけさとうちぇ けそうしくにた う こけょしけぉ-

くにた こけきっとっくうえ くぇ くっこけかくにえ さぇぉ. 
ょっくぬ, 3 さぇいぇ ゃ くっょっかの, い/こ 3 す.さ. 
8-912-27-00-553.

• ¨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.

• 《ぇしけゃとうちぇ くぇ きっすういに. 8-952-
74-16-263.

• ╁けょうすっかぬ きぇくうこせかはすけさぇ, い/こ 
20 す.さ. 8-904-98-15-455.

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

ケ┎ │┍┎│├ ┎┒┊┐┛│─┅┌┛┉ 
┌─┃─┇┈┍ ┑─┌┎┎━┑┋┓┆┈│─┍┈┟ 

│ ┏. ジ┅┄┐┎│┊─ 

すさっぉせのすしは: 
ïðîäàâöû
îïåðàòîð

8-912-24-83-669

∞ＷＦＳ１ＷＡＺＡＰ 
ＸＺＳＷＳＤＡ３ｂｑ 

ＸＳ１０Ｌｂ 
８Ｎｒ 

ＳｆＷ０Ｑｍ Ｓ１ｌＡＬＺ０
8-912-60-58-315

[╄╉╊┿╋┿

”“ ｇ）＊°℃＠°§ｇ ★○％℃＊°▲°＄◎ §° ○°′☆◎◇┺ 

äëÜÑíçîÜç 
äñ¡íë　-¡ÜÖÑóöñëí 

¡¿íÑÜçàó¡í
★○＄￥☆●◎°″＊↑＄◎●↑ ☆′▽＄¢％◎％＄┸ ★☆＊§※＃ ●☆■★°＆＄◎

8-912-24-83-669

だだだ "ゐñëñ£Üçï¡óú ëñ½ÜÖöÖÜ-½ñêíÖóôñï¡óú £íçÜÑ" 

 《》′╇[╄ぁ╄╉』 〈╄ 》╄╅〉』【:
で¿ñïíë　 äÜ ïßÜë¡ñ ½ñöí¿¿Ü¡ÜÖïöëÜ¡îóú
とÜ£Öñîí (äÜ ïÜç½ñïöóöñ¿áïöçÜ)
Ä¿ñ¡öëÜ½ÜÖöñëí äÜ ëñ½ÜÖöÜ ó Üßï¿Ü¢óçíÖó0 ~¿ñ¡öëÜÜßÜëÜÑÜçíÖó　
で¿ñïíë　-ëñ½ÜÖöÖó¡í äÜ ゎぢぜ
ぢÜÑïÜßÖÜ0 ëíßÜôÜ0 äÜ ÜßÜë¡ñ ïöëÜ¢¡ó

╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ïîñåëêàõ ÁÃÎ.

〈っかっそけくに けすょっかぇ おぇょさけゃ: 8 (34369) 4-59-87, 8-904-98-87-725
e-mail: ok_brmz@km.ru

[╄╉╊┿╋┿

だだだ "ゐñëñ£Üçï¡óú ëñ½ÜÖöÖÜ-½ñêíÖóôñï¡óú £íçÜÑ" 
 《》′╇[╄ぁ╄╉』 〈╄ 》╄╅〉』【:

╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ïîñåëêàõ ÁÃÎ.

〈っかっそけくに けすょっかぇ おぇょさけゃ: 8 (34369) 4-59-87, 8-904-98-87-725
e-mail: ok_brmz@km.ru [╄╉╊┿╋┿

ぜñÖñÑ¢ñëí äÜ äëÜÑí¢í½
ごÖ¢ñÖñëí ÜöÑñ¿í ïÖíß¢ñÖó　
ごÖ¢ñÖñëí-öñêÖÜ¿ÜÇí

╉《』【╅╇[╅
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╉╊

┿╋
┿

8-904-38-78-067
ゑ▲çÜ£ ½ÜïÜëí 

ばï¿ÜÇó ïí½Üïçí¿í

 öÜëâ
 ÖíçÜ£
 ôñëÖÜ£ñ½
 Üäó¿
 àñßñÖá
 Üöïñç

 äñïÜ¡
 ï¡í¿í
 ½ëí½ÜëÖí　

¡ëÜü¡í
 べ.ぢ.で.
 Ç¿óÖí

• ‶ぇしこけさす くぇ うきは 【かはえくうおけゃぇ 
╊っけくうょぇ ╁はつっしかぇゃけゃうつぇ しつうすぇすぬ 
くっょっえしすゃうすっかぬくにき ゃ しゃはいう し 
せすっさっえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶ぇしこけさす くぇ うきは 》うょうはすせかかう-

くぇ ╋ぇさぇすぇ ′せさせかかけゃうつぇ しつうすぇすぬ 
くっょっえしすゃうすっかぬくにき ゃ しゃはいう し 
せすっさっえ.

[╄╉╊┿╋┿

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
‶[¨╃┿╋

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
‶[¨╃┿╋

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÄÅÒÑÊÎÅ 
‶[¨╃┿╋

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

』┿]〈′｠╄ ╀╄]‶╊┿〈′｠╄ ¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ
ÐÀÇÍÎÅ 
‶[¨╃┿ぃ

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╁っかけしうこっょ. 『っくぇ ょけゅけゃけさくぇは. 
8-906-80-84-135.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╀けかぬてけえ おけきこぬのすっさくにえ しすけか 

ゃ うょっぇかぬくけき しけしすけはくうう (せゅかけゃけえ) ょかは 
ょけきぇ うかう けそうしぇ. ‶けおせこぇかう いぇ 4 す.さ., 
こさけょぇき いぇ 2 す.さ. 8-902-27-63-665.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

Сантехника
Электрика

8-909-70-24-003

[╄
╉╊

┿╋
┿



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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66137. 〈うさぇあ 2895 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

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

23 àïðåëÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

』ぇしに さぇぉけすに:

‶′-‶〈
]╀
╁]

し 9 ょけ 20 つ.

し 10 ょけ 17 つ.

し 10 ょけ 16 つ.

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.ru
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[╄╉╊┿╋┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは

3-04-45,  8-902-87-05-333

]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

•ぴぎぜぎぞど  
•でぎどとん ¡¿íÑÜôÖí　
•だゎづんぐがぎぞごぎ «ぎÇÜ£í» 
•ゎゑだげがご   •でとだゐぼ  •ぷごぱぎづ
•ぱんぞぎづん   •ゎごぢでだとんづどだぞ    
•とぎづんぜげごど   •ぢぎでだと ëñôÖÜú  
•ぢぎぞだぢずんでど
•どゑごぞゐずだと 
•でばびごぎ でぜぎでご
•だどでぎゑ, べぎゐぎぞぽ  
•ずごでど ÜîóÖ¡ÜçíÖÖ▲ú
•ぢごずだぜんどぎづごんず ½3 - 4900 ë.
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ÊÀÐÊÀÑ  すっこかうちに 
2,1た3た6 き – 10 すにし. させぉかっえ
‶さけそうかぬくぇは すさせぉぇ 20た20

せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 102, すっか. 8-922-164-33-29

[╄╉╊┿╋┿
27 íäëñ¿　 ï 14 ÑÜ 15 ôíïÜç

ç ゎとがぴ «がëÜ¢ßí» (Ü¿. どñíöëí¿áÖí　, 7)

で¿ÜêÜç▲ñ íääíëíö▲
äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú ぜÜï¡ç▲, がíÖóó, ゎñë½íÖóó.

げíÜüÖ▲ñ, ¡íë½íÖÖ▲ñ: Üö 3000 ÑÜ 8500 ëÜß., îóâëÜç▲ñ 
íääíëíö▲: Üö 6200 ÑÜ 10500 ëÜß. ぢñÖïóÜÖñëí½ ï¡óÑ¡í 500 ëÜß.

げíäôíïöó. ゑ▲ñ£Ñ Öí ÑÜ½ äÜ £í　ç¡ñ, öñ¿. 8-922-50-36-315
だô¡ó ぢíÖ¡Üçí – 6000 ëÜß. (ßí¿á£í½ – 400 ëÜß.) 

Ñ¿　 çÜïïöíÖÜç¿ñÖó　 £ëñÖó　. ぢëóßÜë «ぐóçí　 - ½ñëöçí　 çÜÑí». 
ゑóßëÜ½íïïí¢Ö▲ñ äÜ　ïí Ñ¿　 ½íïïí¢í ó ¡Üëëñ¡îóó âóÇÜë▲. 

づÜ¿ó¡Üç▲ú ½íïïí¢ñë «づñ¿í¡ï öÜÖ».
ぢ¿íïö▲ëó Ñ¿　 ïöÜä ó ïÖó¢ñÖó　 çñïí – 500 ëÜß.

だßÜÇëñçíöñ¿á – ¡íëöóÖí. だöäÜÇóçíöñ¿ó Çë▲£ÜÖÜç Öí 100 ½2. 
ば¿áöëí£çÜ¡Üç▲ñ ïöóëí¿áÖ▲ñ ½íüóÖ¡ó.

Ä¿ñ¡öëÜïÜüó¿¡í Ñ¿　 ÜçÜàñú ó âëÜ¡öÜç – 1200 ëÜß.
が▲êíöñ¿áÖ▲ú öëñÖí¢ñë «でí½Ü£Ñëíç».

ゎëóß «とÜäëóÖÜï» – ç▲£▲çíñö ÜöçëíàñÖóñ ¡ ïäóëöÖÜ½Ü.
ご½ñ0öï　 äëÜöóçÜäÜ¡í£íÖó　, Ü£Öí¡Ü½áöñïá ï óÖïöëÜ¡îóñú!

ゑ▲ëñ¢ó Üßé　ç¿ñÖóñ ó äÜ¿Üôó äëó äÜ¡Üä¡ñ ï¡óÑ¡Ü 5%!

[╄
╉╊

┿╋
┿

／＠°＠┽□°◎※′ 
仝＄○⊂£☆″●＆☆＃ ℃☆○☆￥●＆☆＃ ＠＄△＄◎％ 

’°￥％◆◇＊＊°┽□°£○°◎

‘☆£￥○°″＊↑＄＠ ★○°″☆●＊°″§※□ 
′＄○＄£☆″△°§ ● ★○°£￥§％＆☆＠ ‘°●□％┿ 

―＄＊°＄＠ ￥◇▲＄″§☆℃☆ ％ ◎＄＊＄●§☆℃☆ 
£￥○°″％↑┸ ＠％○° ％ ★○☆■″＄◎°§％↑ 

″ ○☆￥§☆＠ ℃☆○☆￥＄┻ 〇° ★☆″＄￥＄◎ §°● 
″●＄□ 々●＄″※▲§％＃ ★☆ 

‘○↑＠☆＠◇ ‘◇◎％┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

Ìû 

îòêðûëèñü!
｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû
｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196
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27 〞┎┏┄┊┞ ━ 15-00 ┖〞┐┍━
┐┍┐┑┍┇┑┐┞ ┍┑┉┏┚┑┇┄ 

┋┄┋┍┏┇〞┊┛┌┍┈ ┃┍┐┉┇ ━ ┎. ブ┇┊┍━┉〞

ゼ┇┉┍┊〞┝ ギ┄┊┍─┍━┒.
ダ┏┇│┊〞┗〞┝┑┐┞ ━┐┄ ┅┄┊〞┝┘┇┄.

ダ┒┏┐─│┋┅┍┈┅ ┎┒ ヮ┄┌┈┍┈┑┒┐─┖┈┈ │ 14-30. [╄
╉╊
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┿

ヲΓ ０ＵＷＡＮｒ ３ ヱヲくヰヰ
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