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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
╁けしおさっしっくぬっ, 1 きぇは

¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 
ょくひき +5+7, くけつぬの +10+12
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 2 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 740 きき さす.しす.
‶けくっょっかぬくうお, 2 きぇは

¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 
ょくひき +12+14, くけつぬの +8+10

╁っすっさ のあくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 735 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 3 きぇは
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき +11+13, くけつぬの +6+7
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 737 きき さす.しす.
]さっょぇ, 4 きぇは

‶ぇしきせさくけ, ょけあょぬ, 
ょくひき +20 +22, くけつぬの +13 +16
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 3-5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.

┿╉〈〉┿╊を′¨

╋┿╄〈]ぅ ¨〈 ╋┿┱╁¨╉ ╊╄]
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╁ ╁¨]╉[╄]╄′を╄ きに ょさせあくっくぬおけ こけえょひき くぇ ゅけさけょしおせの きぇ-
ひゃおせ, ぇ こけすけき くぇ こさうさけょせ. ┿ かっしけゃけょに こさけゃっょせす ゃっしぬ ょっくぬ 

ゃ かっしせ. ‶さうつひき, くっ こさぇいょくうつくけ, ぇ こけ-さぇぉけつっきせ,  ょぇあっ ゃ ぉけっゃけえ 
ゅけすけゃくけしすう: さっょおうえ ‶っさゃけきぇえ けぉたけょうすしは ぉっい こけあぇさけゃ ゃ いっかひ-
くけえ いけくっ. ╉けきこぇくうの しけすさせょくうおぇき たけいはえしすゃぇ, しおけさっっ ゃしっゅけ,  しけ-
しすぇゃはす こけかうちっえしおうっ う こけあぇさくにっ, し おけすけさにきう っしすぬ ょけゅけゃけさひく-
くけしすぬ け しけゃきっしすくけき こぇすさせかうさけゃぇくうう.

]っゅけょくは ぇおすうゃくけ ゃっょひすしは こさけ-
こぇておぇ きうくっさぇかういけゃぇくくにた こけかけし, 
こさうゃけょはす ゃ くぇょかっあぇとっっ しけしすけ-
はくうっ しすぇさにっ こけかけしに, けすあうゅぇのす 
しせたせの すさぇゃせ. ╉ くっしつぇしすぬの, しくっゅ, 
おけすけさけゅけ, おぇいぇかけしぬ, ぉにかけ こさっょけ-
しすぇすけつくけ くにくってくっえ いうきけえ, ぉに-
しすさひたけくぬおけ せてひか ゃ いっきかの. ╆っかひ-
くぇは すさぇゃぇ っとひ くっ こさけおかのくせかぇしぬ, 
ぇ ゃけす こさけてかけゅけょくはは こさっょしすぇゃかはっす 
さっぇかぬくせの せゅさけいせ かっしせ, こけしおけかぬおせ 
ゃしこにたうゃぇっす けす かのぉけえ うしおさに. 〉あっ 

いぇそうおしうさけゃぇく こっさゃにえ こけょあけゅ 
しすっさくう ゃ ╋けくっすくけき, ぉかぇゅけ ゃけゃさっ-
きは こさうったぇかう こけあぇさくにっ う いぇかうかう 
けゅけくぬ. 

′ぇ こさぇいょくうおう けあうょぇっすしは すひ-
こかぇは こけゅけょぇ, いくぇつうす, くぇさけょ こけ 
すさぇょうちうう けすこさぇゃうすしは くぇ てぇてかに-
おう. ‶けしっとっくうっ かっしぇ こけおぇ くっ こけょ 
いぇこさっすけき, ょさせゅけっ ょっかけ, おぇお ぉせょせす 
ゅけさけあぇくっ ゃっしすう しっぉは. 〈さっぉけゃぇくうは 
こさけしすに: さぇいけあゅかう おけしすひさ – せたけょは 
ょけきけえ, こけすせてうすっ っゅけ, くっ ぉさけしぇえすっ 

ゃ しせたせの すさぇゃせ けおせさおう う しこうつおう. 
╃かは くっこけくはすかうゃにた くぇこけきうくぇっき, 
つすけ いぇ くぇさせてっくうっ こけあぇさくけえ ぉっい-
けこぇしくけしすう こさっょせしきけすさっく ぇょきうくう-
しすさぇすうゃくにえ てすさぇそ: のさうょうつっしおうき 
かうちぇき けす こけかせきうかかうけくぇ ょけ きうか-
かうけくぇ させぉかっえ, そういうつっしおうき かうちぇき 
– ょけ 500 すにしはつ. ╃ぇ-ょぇ, くぇおぇいぇくうっ 
しっえつぇし いぇ こけゅせぉかっくくにっ ょっさっゃぬは 
くぇきくけゅけ せあっしすけつうかけしぬ. 

╇ っとひ. ╊っしけゃけょに せょうゃかっくに 
ぇおすうゃくけしすぬの おかっとっえ くにくってくっえ 
ゃっしくけえ: くっしきけすさは くぇ こさけたかぇょくせの 
ゃかぇあくせの こけゅけょせ, けくう ぇすぇおけゃぇかう 
かっし う こさけしすけ しにこはすしは くぇ かのょっえ 
う あうゃけすくにた し おせしすぇさくうおけゃ. ]すけうす 
かう すけゅょぇ さうしおけゃぇすぬ いょけさけゃぬっき, 
せしすさぇうゃぇは こうおくうおう ゃ けおさせあっくうう 
きぇかっくぬおうた ゃさぇゅけゃ?
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╁うおすけさ ]〈┿]╇╁, 
こさっょしっょぇすっかぬ おけけさょうくぇちうけくくけゅけ しけゃっすぇ こさけそしけのいけゃ ╀╂¨
╁け ゃさっきっくぇ しかけあくにた ねおけくけきうつっしおうた けすくけてっくうえ きうすうくゅう う ょっきけく-

しすさぇちうう くけしうかう たぇさぇおすっさ はゃくけゅけ こさけすうゃけしすけはくうは ょさせゅ ょさせゅせ ゃかぇしすう, 
さぇぉけすけょぇすっかっえ う くぇひきくにた さぇぉけつうた. ]っゅけょくは すぇおけえ あひしすおけえ おけくそさけく-
すぇちうう くっす, こけねすけきせ ‶っさゃけきぇえ  – ねすけ こさけしすけ ょけぉさにえ くぇさけょくにえ こさぇいょ-
くうお, おけゅょぇ, こさけえょは ゃ おけかけくくっ し しけしかせあうゃちぇきう, すに ょっきけくしすさうさせってぬ 
しけかうょぇさくけしすぬ し いっきかはおぇきう, こさけしすけ さぇょせってぬしは ゃっしくっ. ╊うつくけ ょかは きっくは 
‶っさゃけきぇえ っとひ う ゃけいきけあくけしすぬ せゃうょっすぬしは しけ いくぇおけきにきう, しゃけうきう けょくけ-
おかぇししくうおぇきう. 

╁ すけ あっ ゃさっきは, こさぇいょくうお ょぇひす ゃけいきけあくけしすぬ しおぇいぇすぬ け くぇしせとくにた こさけ-
ぉかっきぇた しっゅけょくはてくっえ こけゃしっょくっゃくけえ あういくう: くういおけえ いぇさこかぇすっ ぉのょあっす-
くうおけゃ, ゃにしけおうた すぇさうそぇた くぇ ╅╉-せしかせゅう, くっしけゃっさてっくしすゃっ すさせょけゃにた けす-
くけてっくうえ. ╇た けすさぇいはす ゃ かけいせくゅぇた ょっきけくしすさぇくすに. ╁ おけかけくくっ ╆┿¨ «╀╆]╉» 
こさけえょせす くっ きっくっっ ょゃせたしけす いぇゃけょつぇく, しさっょう くうた くっきぇかけ きけかけょひあう, う 
ねすけ いぇきっつぇすっかぬくけ: ぉせょっす おけきせ こさけょけかあうすぬ すさぇょうちうう ‶っさゃけきぇは.

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
311 ゅけょ – くぇきっしすくうお ╁けしすけつくけえ 

つぇしすう [うきしおけえ うきこっさうう ╂ぇえ ╂ぇかっ-
さうえ ゃこっさゃにっ さぇいさってうか けすおさにすけ うし-
こけゃっょけゃぇすぬ たさうしすうぇくしすゃけ.

1789 ゅけょ – しけしすけはかぇしぬ ちっさっきけ-
くうは うくぇせゅせさぇちうう こっさゃけゅけ こさっいう-
ょっくすぇ ]【┿ ╃あけさょあぇ ╁ぇてうくゅすけくぇ.

1918 ゅけょ – けぉさぇいけゃぇくぇ おうくけしすせ-
ょうは «╊っくそうかぬき».

1945 ゅけょ – しけゃっすしおうっ ゃけうくに ゃけょさせいうかう 
╆くぇきは ‶けぉっょに くぇょ さっえたしすぇゅけき ゃ ╀っさかうくっ.

1971 ゅけょ – ゃ ╋けしおゃっ くぇ ╊っくうく-
しおうた ゅけさぇた けすおさにかしは くけゃにえ «╀けかぬ-
てけえ ╋けしおけゃしおうえ 『うさお».

][¨』′¨
ИГОРЬ КАРПОВ ОТСЛУЖИЛ 

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╁ つっすゃっさゅ, くぇ 42-き いぇしっょぇくうう 

╃せきに ╀╂¨, っひ こさっょしっょぇすっかぬ ╄. ╂けゃけ-
させたぇ しけけぉとうか け こけょぇくくけき う.け. ゅかぇ-
ゃに けおさせゅぇ ╇. ╉ぇさこけゃにき いぇはゃかっくうう け 
しかけあっくうう しゃけうた こけかくけきけつうえ う せたけ-
ょっ し きせくうちうこぇかぬくけえ しかせあぉに. 

‶はすけゅけ きぇは ょっこせすぇすに くぇきっさっくに 
くぇ ゃくっけつっさっょくけき いぇしっょぇくうう ╃せきに 
いぇしかせてぇすぬ けすつひす ╇ゅけさは ╁かぇょうきうさけ-
ゃうつぇ け ょっはすっかぬくけしすう ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう う こけょゃっょけきしすゃっくくにた っえ しすさせお-
すせさ, こさうくはすぬ けすしすぇゃおせ う くぇいくぇつうすぬ 
くけゃけゅけ うしこけかくはのとっゅけ けぉはいぇくくけしすう 
ゅかぇゃに, おけすけさにえ ぉせょっす させおけゃけょうすぬ 
ゅけさけょけき ょけ ょっおぇぉさぬしおうた ゃにぉけさけゃ.

]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁¨
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╊┱╃ すさけくせかしは: ゅけさけょ こけしかっ ぉけかぬてけゅけ こっさっさにゃぇ くぇつうくぇっす 
しすさけうすぬ ょっすしおうっ しぇょに. ‶っさゃけっ くけゃけっ ╃¨〉 こけょ くけきっさけき こはすぬ 

こさけこうてっすしは くぇ せかうちっ ┿おぇょっきうおぇ ╉けさけかひゃぇ, 14. 
[ぇししつうすぇくけ けくけ くぇ 270 きっしす, ぇ しすけうす けぉなっおす 270 きうかかうけくけゃ させぉかっえ. 〈け っしすぬ 

おぇあょけっ きっしすけ けちっくっくけ ゃ きうかかうけく. ′け くぇ ょっすっえ くぇき くうおぇおうた ょっくっゅ くっ あぇかおけ. 
╉しすぇすう, しさっょしすゃぇ こけしすせこはす うい けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ. ′け う きっしすくぇは おぇいくぇ くっ けしすぇ-
くっすしは ゃ しすけさけくっ: ょっこせすぇすに ゃ つっすゃっさゅ くぇ いぇしっょぇくうう ╃せきに ╀╂¨ こさけゅけかけしけゃぇかう いぇ 
こさっょけしすぇゃかっくうっ こっさゃけえ しせききに – 1 きうかかうけくぇ 760 すにしはつ させぉかっえ, おけすけさにっ こけえ-
ょせす くぇ  こさけっおすくけ-ういにしおぇすっかぬしおうっ さぇぉけすに. ]けそうくぇくしうさけゃぇくうっ しすぇかけ ゃけいきけあくけ 
ぉかぇゅけょぇさは こっさっゃにこけかくっくうの ぉのょあっすぇ いぇ こっさゃにえ おゃぇさすぇか: けく ょけこけかくうすっかぬくけ 
こけこけかくうかしは 35 きうかかうけくぇきう させぉかっえ.  ‶けしかっ くぇさけょくにき ういぉさぇくくうおぇき こさっょしすけうす 
くぇえすう ょっくぬゅう くぇ しぇきけ しすさけうすっかぬしすゃけ いょぇくうは. 21 きうかかうけく させぉかっえ こかぇくうさせっすしは 
こけすさぇすうすぬ うい ぉのょあっすぇ う くぇ ゃけいゃっょっくうっ ╃¨〉 くぇ せかうちっ ]こけさすうゃくけえ.

╁╊┿╃｠╉┿ 
╀╊┿╂¨]╊¨╁╇╊ 
‶╇]『¨╁┿
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]っゅけょくは しゃけえ こさけそっししうけくぇかぬ-
くにえ こさぇいょくうお けすきっつぇっす けょくぇ うい 
しぇきにた あういくっくくけ くっけぉたけょうきにた 
しかせあぉ ぉにしすさけゅけ さっぇゅうさけゃぇくうは – 
こけあぇさくぇは けたさぇくぇ.
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ぁ〈¨ ╀｠╊¨, ╀｠╊¨… ╃¨[¨╂╇╄ ╀╄[╄╆¨╁』┿′╄!
‶¨╆╃[┿╁╊ぅ╄╋ ╁┿] ] ‶[┿╆╃′╇╉¨╋ ╁╄]′｠ ╇ 〈[〉╃┿!

╁ ねすけ こさっおさぇしくけっ ゃさっきは こさけぉせあょぇっすしは こさうさけょぇ. ‶けねすけきせ こっさゃにえ きぇえ-
しおうえ ょっくぬ いぇくうきぇっす ゃ おぇかっくょぇさっ けしけぉけっ きっしすけ, しうきゃけかういうさせは ょけぉさにっ 
くぇょっあょに う けぉくけゃかっくうっ, さぇょけしすぬ くっせしすぇくくけゅけ すさせょぇ ゃけ うきは こさけちゃっすぇくうは 
きぇかけえ [けょうくに. ぁすけす こさぇいょくうお けょうくぇおけゃけ かのぉうき ゃしっきう こけおけかっくうはきう う こけ 
こさぇゃせ しつうすぇっすしは くぇさけょくにき, けぉなっょうくはは こけおけかっくうは. ╃かは かのょっえ しすぇさてっゅけ 
こけおけかっくうは けく こけ-こさっあくっきせ しうきゃけかういうさせっす すさせょけゃせの しけかうょぇさくけしすぬ, ょかは 
きけかけょひあう – ゃっしっくくうえ さぇしちゃっす, しけいうょぇのとせの しうかせ こさうさけょに う つっかけゃっおぇ. 

〈させょ – ねすけ けしくけゃぇ くぇてうた くぇょっあょ う けあうょぇくうえ, けしくけゃぇ くぇてっゅけ ぉかぇゅけしけ-
しすけはくうは う きうさくけゅけ しせとっしすゃけゃぇくうは. 

‶けいゃけかぬすっ こけあっかぇすぬ ゃぇき かのぉうきけえ さぇぉけすに, ょけしすけえくけえ あういくう, ぉかぇゅけこけ-
かせつうは う たけさけてっゅけ くぇしすさけっくうは!

╆ぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ╄.[. ‶うしちけゃ

‶さっょしっょぇすっかぬ ╃せきに 
╀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 ╄.]. ╂けゃけさせたぇ

』〈¨ ╃╊ぅ ′┿] ‶╄[╁¨╋┿╈

ДЕНЬ, КОГДА МЫ ОБЩАЕМСЯ
╃うさっおすけさ ¨¨¨ «╀っさひいけゃしおぇは ╅ぁ¨» ]っさゅっえ ╉さうちおうえ:
– ‶っさゃけきぇえ – たけさけてうえ, けぉなっょうくはのとうえ こさぇいょくうお. 〉つぇしすうっ ゃしっゅけ おけか-

かっおすうゃぇ けさゅぇくういぇちうう うかう こさっょこさうはすうは ゃ ょっきけくしすさぇちうう – こけゃけょ さぇいゃっ-
はすぬしは う こけけぉとぇすぬしは. ぁすけ こけかっいくけ, すぇお おぇお ゃ ぉせょくう くぇおぇこかうゃぇっすしは ょっそう-
ちうす くけさきぇかぬくけゅけ つっかけゃっつっしおけゅけ けぉとっくうは. ‶け しかけあうゃてっえしは すさぇょうちうう 
こけしかっ すけさあっしすゃっくくけゅけ てっしすゃうは きに くっ しさぇいせ さぇしたけょうきしは こけ ょけきぇき, ぇ 
しけぉうさぇっきしは ゃ こぇさおっ ‶けぉっょに (ょぇあっ かのぉうきぇは しおぇきっえおぇ っしすぬ ょかは すぇおうた 
しかせつぇっゃ). ╇ いょっしぬ ゃけいきけあくに さぇいゅけゃけさに くぇ かのぉせの すっきせ – け こけゅけょっ う 
«いぇ あういくぬ», けぉしせあょっくうっ しせょっぉ ゅけさけょぇ う おぇおうた-かうぉけ さぇぉけつうた きけきっくすけゃ. 
╁けいきけあくけ ょぇあっ ゃにはしくっくうっ こさけういゃけょしすゃっくくにた おけかかういうえ う おけくそかうおすけゃ, 
け おけすけさにた こさけとっ ゅけゃけさうすぬ ゃ しこけおけえくけえ, くっさぇぉけつっえ ぇすきけしそっさっ. ╃ぇ う 
ゃしすさっすうすぬしは し おけかかっおすうゃぇきう ょさせゅうた けさゅぇくういぇちうえ すけあっ こけかっいくけ. 〈ぇお つすけ 
くぇ ょっきけくしすさぇちうの きに ゃにえょっき けぉはいぇすっかぬくけ.

ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД СТАТЬ ДРУЖНОЙ ОБЩИНОЙ
ぃかうは [ぇいくけゅかはょけゃぇ, 
させおけゃけょうすっかぬ ╋けかけょひあくけえ ておけかに ぉせょせとっゅけ: 
– ╁きっしすっ し せつっくうおぇきう ╋【╀ きに けぉはいぇすっかぬくけ けすこさぇゃうきしは くぇ ょっきけく-

しすさぇちうの! ‶っさゃけきぇえ ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ こさぇいょくうお, けぉなっょうくはのとうえ  ゃしった 
あうすっかっえ ゅけさけょぇ. ╁っょぬ くぇ ょっきけくしすさぇちうの ゃにたけょはす ゃしっ: ておけかぬくうおう, すさせ-
ょはゅう, ゃしっ こけおけかっくうは ぉっさっいけゃつぇく… ‶け-きけっきせ, きに しかうておけき こさうゃにおかう, 
つすけ おぇあょにえ あうゃひす しぇき こけ しっぉっ, ぇ 1 きぇは っしすぬ けすかうつくにえ こけゃけょ しすぇすぬ くぇ-
しすけはとっえ ょさせあくけえ けぉとうくけえ. 

ЭТО НЕКИЙ РУБЕЖ
]っさゅっえ ╁ぇかっさぬっゃうつ ]おせすうく, 
ょうさっおすけさ ╋けくっすくけゅけ すさぇおすけさけさっきけくすくけゅけ いぇゃけょぇ:
– [せおけゃけょうすっかっき いぇゃけょぇ は しすぇか くっょぇゃくけ. ╆ぇ こけしかっょくうっ しっきぬ-ゃけしっきぬ かっす 

‶っさゃけきぇえ ゃけいさけあょぇっすしは う くぇぉうさぇっす けぉけさけすに. ]っえつぇし ょかは きっくは う くぇてっゅけ 
こさっょこさうはすうは – ねすけ くっおうえ させぉっあ, いぇ おけすけさにき くぇし あょひす くけゃにえ ねすぇこ ゃ さぇぉけすっ.

ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÊÎËÎÊÎË 

ÑÎÇÂÀË ÍÀ ÌÈÒÈÍÃ
╀けかぬてっゃうおう てかう 
し ぇかにき いくぇきっくっき, 

きっくぬてっゃうおう う おぇょっすに – 
し さけししうえしおうき すさうおけかけさけき¨かぬゅぇ ╆┿》┿[¨╁┿, いぇゃ. ぇさたうゃくにき けすょっかけき ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨, 

そけすけ ]. ‶[¨╉〉╃╇′┿-╂¨[]╉¨╂¨

‶╄[╁┿ぅ かっゅぇかぬくぇは きぇひゃおぇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき いぇゃけょっ こさけてかぇ 1 
きぇは 1917 ゅけょぇ: ょけ ねすけゅけ すぇおうっ こけかうすうつっしおうっ しぉけさに こさけ-

たけょうかう すぇえくけ, し せつぇしすうっき くっぉけかぬてけえ ゅさせここに くぇょひあくにた かの-
ょっえ. 〈さぇょうちうけくくにき うた きっしすけき ぉにかぇ ‶すうつぬは ゅけさおぇ. ぁすけ しっえつぇし 
いょっしぬ ゃにさせぉかっく かっし, うょひす しすさけうすっかぬしすゃけ きくけゅけねすぇあっお, ぇ こけつ-
すう しすけかっすうっ くぇいぇょ すっささうすけさうは し ゃっおけゃにきう しけしくぇきう ゃにゅかはょっかぇ 
ぉっいかのょくけ: くっ おぇあょにえ しきっかぬつぇお けすゃぇあうゃぇかしは こさけゅせかはすぬしは ゃっ-
つっさけき ゃぉかういう おかぇょぉうとぇ. ╁くういせ ゅけさおう こっさっょ したけょおけえ  しすけはかう 
こけょさけしすおう う しこさぇてうゃぇかう こぇさけかぬ. ]ぇきにきう こけこせかはさくにきう ぉにかう 
«』ひさくぇは けゃちぇ» う «╉さぇしくぇは おけさけゃぇ». 

╉ ゃっしくっ 1917-ゅけ けぉしすぇくけゃおぇ ゃ いぇ-
ゃけょっ ういきっくうかぇしぬ ゃ おけさくっ. ╁っしすぬ 
け 《っゃさぇかぬしおけえ さっゃけかのちうう ょけてかぇ 
しのょぇ ゃ きぇさすっ. ╃っしはすけゅけ つうしかぇ しけしすけ-
はかしは ぉけかぬてけえ きうすうくゅ, くぇ おけすけさけき う 
ぉにか いぇつうすぇく きぇくうそっしす けぉ けすさっつっ-
くうう ちぇさは けす ゃかぇしすう. ╆けかけすけょけぉにす-
つうおう こさうゃっすしすゃけゃぇかう さっゃけかのちうの.  
╋っしすくぇは ぉせさあせぇいうは すけあっ かうおけゃぇかぇ: 
っひ こさっょしすぇゃうすっかう こさうてかう ゃ つひさ-
くにた そさぇおぇた, せおさぇてっくくにた ぉけかぬてうきう 
おさぇしくにきう ぉぇくすぇきう. ╁ すっ ょくう ゅさけき-
おけ いぇはゃうかう け しっぉっ ねしっさに う おぇょっすに, 
ゃにてかぇ うい こけょこけかぬは ╀っさひいけゃしおぇは 
こぇさすうは []╃[‶ (ぉ). ╁きっしすけ ゃけかけしす-
くけゅけ こさぇゃかっくうは ゃ くぇつぇかっ ぇこさっかは 
こけはゃうかうしぬ おけきうすっす けぉとっしすゃっくくけえ 
ぉっいけこぇしくけしすう, こさっょしすぇゃかはゃてうえ ╁さっ-
きっくくけっ こさぇゃうすっかぬしすゃけ ╉っさっくしおけゅけ う 
ゃ くぇさけょっ うきっくせっきにえ いっきしおけえ せこさぇ-
ゃけえ, ぇ すぇおあっ ]けゃっす さぇぉけつうた ょっこせすぇ-
すけゃ. ぁしっさに, おぇょっすに う ぉせさあせぇいうは うきっ-
かう ぉけかぬてうくしすゃけ きっしす ゃ くうた. ╂させここせ 
ぉけかぬてっゃうおけゃ ゃけいゅかぇゃかはか ╉. ╉けしにた. 
ぁすけ っゅけ うきっくっき くぇいゃぇくぇ けょくぇ うい 
せかうち ]けゃっすしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ. ]せょ, 
こけかうちうは う あぇくょぇさきっさうは けしすぇゃぇかうしぬ 
ゃ こさっあくっき ゃうょっ. ‶さっょかけあっくうは ぉけかぬ-
てっゃうおけゃ せしすぇくけゃうすぬ ゃ いぇゃけょっ ゃけしぬ-
きうつぇしけゃけえ さぇぉけつうえ ょっくぬ う こけゃにしうすぬ 
いぇさこかぇすせ ぉにかう けすゃっさゅくせすに. 

′け ぉけかぬてっゃうおう くっ しょぇゃぇかうしぬ, けくう 
しすぇかう けぉなっょうくはすぬ ゃけおさせゅ しっぉは てぇた-
すひさけゃ, さぇぉけつうた ねかっおすさけしすぇくちうう, ぉっ-
ゅせくくけえ そぇぉさうおう, ╉ぇかうくうくしおけゅけ すけさ-
そはくうおぇ, ╉けくぬてうくしおけえ かっしけこうかおう.  
╇ ゃけす こっさゃけゅけ きぇは くぇ こかけとぇょう こけょ 
いくぇきひくぇきう ぉけかぬてっゃうおけゃ しけぉさぇかけしぬ 
ぉけかっっ ょゃせた すにしはつ つっかけゃっお. «╆っきかの 
– おさっしすぬはくぇき!», «╆ぇゃけょに う させょくうおう 
– さぇぉけつうき!», «╃ぇ いょさぇゃしすゃせのす しゃけ-
ぉけょぇ う さぇゃっくしすゃけ!» – ねすう かけいせくゅう 
ゃにいゃぇかう ゃしっけぉとっっ かうおけゃぇくうっ くぇ-
さけょぇ. ╃っくぬ すけゅょぇ ぉにか くっさぇぉけつうき. 
‶けゅけょぇ ゃにょぇかぇしぬ こけゅけあっえ, しけかくっつ-
くけえ. ╁ ょっゃはすぬ せすさぇ さっょおうきう せょぇさぇ-
きう いぇいゃけくうか おけかけおけか くぇ こけあぇさくけえ 
おぇかぇくつっ. ] くぇつぇかぇ そっゃさぇかぬしおけえ さっ-
ゃけかのちうう けく すぇおうきう しうゅくぇかぇきう こさう-
ゅかぇてぇか あうすっかっえ くぇ きうすうくゅう. ╉ ょっ-
しはすう つぇしぇき お ぇさおっ おけくすけさに こさうてかう 
くっ すけかぬおけ ぉけかぬてっゃうおう, くけ う きっくぬ-
てっゃうおう う おぇょっすに. ╋うすうくゅ けすおさにか ╉. 
╉けしにた. ¨す っゅけ こぇさすうう ゃにしすせこうかう ┿. 
╆けかけすくうおけゃ, ╁. ]にしけっゃ, ╋. ╁けさけす-
くうおけゃ. ╋っくぬてっゃうおけゃ こさっょしすぇゃかはか 
┿. ╀せさぇおけゃ, ぇ おぇょっすけゃ – ぉにゃてうえ 
くぇつぇかぬくうお こけかうちうう ‶. ╀っさおせすけゃ. 
╀けかぬてっゃうおう すさっぉけゃぇかう こさっおさぇとっ-
くうは ゃけえくに, こさういにゃぇかう くぇ ゃにぉけさぇた 
ゃ 〉つさっょうすっかぬくけっ しけぉさぇくうっ ゅけかけしけ-
ゃぇすぬ いぇ おけききせくうしすけゃ. ╋っくぬてっゃうおう う 

おぇょっすに ぇゅうすうさけゃぇかう いぇ ゃけえくせ ょけ こけ-
ぉっょくけゅけ おけくちぇ う いぇ しゃけうた かうょっさけゃ. 

╆ぇすっき ょっきけくしすさぇくすに こさけてかう 
つっさっい こかけすうくせ お ちっさおけゃくけ-こさう-
たけょしおけえ ておけかっ. ╀けかぬてっゃうおう てかう 
し ぇかにきう, ぇ うた こけかうすうつっしおうっ しけ-
こっさくうおう – ちぇさしおうきう すさひたちゃっすくにきう 
そかぇゅぇきう. ╁っつっさけき くぇ こさせょせ いぇあゅかう 
つっすにさっ ぉけつおう しけ しきけかけえ, ゃ ′ぇさけょ-
くけき ょけきっ (いょぇくうっ ¨〉 わ33) ゃに-
しすせこうか たけさ, ゅせかはのとうた ぉっさっいけゃつぇく 
こさうゅかぇてぇかう くぇ しこっおすぇおかぬ, こけしすぇゃ-
かっくくにえ さぇぉけつっえ きけかけょひあぬの. ╆ぇか 
ぉにか くぇぉうす ぉうすおけき いさうすっかはきう. 

′け こさけてひか こさぇいょくうお, くぇしすせこうかう 
ぉけっゃにっ ぉせょくう: ゃ うのかっ ぉにかぇ こさっょ-
こさうくはすぇ こけこにすおぇ そういうつっしおけゅけ 
せしすさぇくっくうは させおけゃけょうすっかっえ ぉっさひ-
いけゃしおけえ ぉけかぬてっゃうしすしおけえ けさゅぇくういぇ-
ちうう. 18 しっくすはぉさは こさけてかけ しけぉさぇくうっ 
ゅさぇあょぇく いぇゃけょぇ, おけすけさけっ こさうくは-
かけ さってっくうっ ゃけけさせあうすぬ さぇぉけつうた, 
せしすさぇくうすぬ けす ゃかぇしすう おぇょっすけゃ, しけい-
ょぇすぬ けょくけさけょくけっ こさぇゃうすっかぬしすゃけ, 
おぇお しおぇいぇくけ ゃ ぇさたうゃくにた ょけおせきっく-
すぇた, うい こさっょしすぇゃうすっかっえ こけしかっょけゃぇ-
すっかぬくけえ ょっきけおさぇすうう. 

╉けくっち ょゃけっゃかぇしすうの くぇしすせこうか し 
こけぉっょけえ ¨おすはぉさぬしおけえ さっゃけかのちうう. 
╁ くぇつぇかっ ょっおぇぉさは 30 おさぇしくけゅゃぇさ-
ょっえちっゃ こさうてかう ゃ せこさぇゃせ う こさっょ-
かけあうかう けしゃけぉけょうすぬ こけきっとっくうっ. 
]けこさけすうゃかはかうしぬ いっきちに くっょけかゅけ: 
しうかに けおぇいぇかうしぬ くっさぇゃくにきう. ╇きせ-
とっしすゃけ こっさっゃっいかう ゃ ぉけかぬてっゃうしす-
しおうえ ╀っさひいけゃしおうえ ]けゃっす, おけすけさにえ 
う しすぇか っょうくしすゃっくくけえ ゃかぇしすぬの ゃ 
いぇゃけょっ. ╁けいゅかぇゃうか っゅけ ╉けくしすぇくすうく 
╉けしにた. 

′ぇつぇかぇしぬ くけゃぇは うしすけさうは, 
こっさゃせの しすさぇくうちせ おけすけさけえ くぇ-
こうしぇか ‶っさゃけきぇえ 1917 ゅけょぇ.

‶¨╃‶╇]╉┿–2011
ぃ[╇╃╇』╄]╉¨╄ «‶[¨]╁╄〈╊╄′╇╄»

╁ きうくせゃてうえ つっすゃっさゅ こけ しすぇさけえ すさぇょうちうう 
ゃ さっょぇおちうう ╀[ しけしすけはかぇしぬ ぉっしこかぇすくぇは おけく-
しせかぬすぇちうは のさうしすぇ. ′ぇ こさうひき お させおけゃけょうすっかの 
のさうょうつっしおけゅけ ぉのさけ «┿ょゃけおぇすな» ╋ぇさうくっ ┿さすひきけ-
ゃけえ こさうてかけ くっきぇかけ くぇてうた こけょこうしつうおけゃ. ╀けかぬ-
てうくしすゃけ うい くうた うくすっさっしけゃぇかけしぬ せしかせゅぇきう ╅╉》 
う うた けこかぇすけえ. ╉すけ-すけ しこさぇてうゃぇか, おぇお けそけさきうすぬ 
ゃ しけぉしすゃっくくけしすぬ くっょゃうあうきけしすぬ. ‶けしかっ ぉっしっょに しけ 
しこっちうぇかうしすけき ゅけさけあぇくっ ゃにたけょうかう ょけゃけかぬくにきう, 
う きくけゅうっ うしおさっくくっ ぉかぇゅけょぇさうかう いぇ こけかせつっくくにえ 
«ぇかゅけさうすき» ょっえしすゃうえ ゃ せあっ, おぇいぇかけしぬ ぉに, くっさぇい-
さってうきけえ こさけぉかっきっ.

]かっょせのとぇは おけくしせかぬすぇちうは こさけえょひす 26 
きぇは し 14 ょけ 16 つぇしけゃ. ╋ぇさうくぇ ╁かぇょうきうさけゃ-

くぇ ゅけゃけさうす, つすけ こけょたけょうすぬ きけあくけ し かのぉにき 
ゃけこさけしけき: «あうかうとくにき», «くぇしかっょしすゃっくくにき», 
おぇしぇのとうきしは ぉさぇつくけ-しっきっえくにた けすくけてっくうえ う 
す.ょ. ╂かぇゃくけっ – くっ いぇぉにすぬ こけょこうしくけえ おせこけく 
くぇ «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ», すぇお おぇお ぉっし-
こかぇすくにっ しけゃっすに のさうしす ょぇひす すけかぬおけ くぇてうき こけ-
しすけはくくにき つうすぇすっかはき. ╄しかう ゃに っとひ くっ し くぇきう, 
ょけぉさけ こけあぇかけゃぇすぬ ゃ さっおかぇきくにえ けすょっか さっょぇお-
ちうう うかう くぇ こけつすせ. ‶けょこうしおぇ くぇ ゃすけさけっ こけ-
かせゅけょうっ こさけょけかあぇっすしは. 『っくに しくうあっくに! 
┿ぉけくっきっくす 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 くぇ ょけき – 330 させぉかっえ 10 おけこっっお. 
‶けょこうしにゃぇえすっしぬ くぇ ╀[, う きに こけきけあっき けす-
しすけはすぬ ゃぇてう こさぇゃぇ!

ぅ╆｠╉¨╋ 『╇《[ 

┲┵┯┤┥┩┯ ┵┬┯╀┱┿┭ ┳┲┯
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╆ぇ こっさゃにっ すさう きっしはちぇ 2011 ゅけょぇ ゃ ╀╂¨ さけょうかしは 271 きぇかにて, つすけ ゃにてっ 

こけおぇいぇすっかっえ ぇくぇかけゅうつくけゅけ こっさうけょぇ 2010-ゅけ くぇ 6,2 こさけちっくすぇ. ]きっさす-
くけしすぬ ゃけいさけしかぇ くっいくぇつうすっかぬくけ – きっくっっ つっき くぇ こさけちっくす. ╁ うすけゅっ っしすっ-
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 30 つっかけゃっお. ‶さぇゃょぇ, けしすぇかぬくにっ 
ょっきけゅさぇそうつっしおうっ こけおぇいぇすっかう くっ けつっくぬ-すけ さぇょせのす. 

‶け ょぇくくにき しぇくうすぇさくにた ゃさぇつっえ, しきっさすくけしすぬ ゃ すさせょけしこけしけぉくけき ゃけいさぇしすっ 
ゃにてっ せさけゃくは こさけてかけゅけ ゅけょぇ くぇ 2,2 こさけちっくすぇ. ]くういうかぇしぬ う しさっょくはは こさけ-
ょけかあうすっかぬくけしすぬ あういくう: っしかう ゃ 2010-き くぇ すけす あっ こっさうけょ けくぇ ょけしすうゅぇかぇ 
70,7 ゅけょぇ, すけ くにくつっ すけかぬおけ 69,4. ╄しかう こさっょしすぇゃうすっかぬくうちに こさっおさぇしくけゅけ 
こけかぇ こさけょかうかう しゃけの あういくぬ くぇ 2,7 ゅけょぇ, すけ きせあつうくに しけおさぇすうかう っひ くぇ… 
5,2 ゅけょぇ. ╁ しさっょくっき, くぇてうき しうかぬくにき こけかけゃうくおぇき けすこせとっくけ 62,3 ゅけょぇ. 
╆くぇつうす, しさっょくっしすぇすうしすうつっしおぇは ぉっさっいけゃつぇくおぇ あうゃひす くぇ 14,3 ゅけょぇ ょけかぬてっ, 
つっき っひ しこせすくうお. ╄しすぬ くぇょ つっき こけさぇいきにしかうすぬ う ゃかぇしすはき, う ゃしっき くぇき.
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┷┯┬┺┤ ┵┲ ┵┯┤┦┱┿┰ ┫┱┤┻┩┱┬┩┰
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ 
╀╄[╄╆¨╁』┿′╄!

10.05.2011 し 10.30  ゃ おぇぉ. 212 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 ぉせょっす ゃっしすう こさうひき ゅさぇあょぇく いぇきっしすうすっかぬ 

きうくうしすさぇ おせかぬすせさに う すせさういきぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
╋ぇくすせさけゃ ╁かぇょうきうさ ╂っかうっゃうつ. 

╆ぇこうしぇすぬしは くぇ こさうひき きけあくけ こけ すっかっそけくぇき 
4-32-31 う 4-89-99.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

╁ ╋╇′〉╁【〉ぃ しさっょせ しけしすけはかけしぬ すけさあっしすゃっくくけっ けすおさにすうっ 
きっきけさうぇかぬくけえ ょけしおう ゃ こぇきはすぬ け ゅっさけうつっしおう こけゅうぉてっき ゃ 

くぇてっき けおさせゅっ しけすさせょくうおっ しこっちこけょさぇいょっかっくうは ¨╋¨′ ╂¨╁╃ こけ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう おぇこうすぇくっ きうかうちうう ′うおけかぇっ ╅けかけぉけゃっ. 

‶ぇきはすくぇは ょけしおぇ ぉにかぇ せしすぇくけゃ-
かっくぇ くぇ しすっくっ くけゃけゅけ ょけきぇ ゃ こけ-
しひかおっ 【うかけゃおっ, おけすけさけきせ さぇくっっ 
ぉにか こさうしゃけっく ぇょさっし «せかうちぇ ╅け-
かけぉけゃぇ, 1» くぇ しさっょしすゃぇ ぉかぇゅけすゃけ-
さうすっかっえ.

′ぇ けすおさにすうっ こさうぉにかう こっさ-
ゃにっ かうちぇ けおさせゅぇ – う.け. ゅかぇゃに 
╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ, いぇき. ゅかぇゃに こけ 
しけちうぇかぬくにき ゃけこさけしぇき ¨かぬゅぇ 
【っかせたうくぇ う こさっょしすぇゃうすっかう させ-
おけゃけょしすゃぇ う かうつくけゅけ しけしすぇゃぇ 
¨╋¨′ ╂¨╁╃ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう. ‶けつひすくにきう ゅけしすはきう 
ぉにかう, おけくっつくけ あっ, さけょうすっかう ′う-
おけかぇは ╅けかけぉけゃぇ.

╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ ゃ しゃけっえ さっつう 
こけょつっさおくせか いくぇつうきけしすぬ ねすけゅけ 
しけぉにすうは, ゃにしおぇいぇか しけぉけかっいくけゃぇ-
くうは さけょくにき こけゅうぉてっゅけ う しおぇいぇか, 
つすけ さはょけき くっこさっきっくくけ ょけかあくに 
こけはゃうすぬしは くけゃにっ ょけきぇ, すけゅょぇ 
せかうちぇ しすぇくっす くぇしすけはとっえ せかうちっえ 
(こけおぇ けくぇ しけしすけうす ゃしっゅけ うい けょくけ-
ゅけ ょけきぇ). ¨しすぇかぬくにっ ゃにしすせこぇの-
とうっ すぇおあっ ゅけゃけさうかう け すけき, おぇお 
ゃぇあくけ こけきくうすぬ しゃけうた ゅっさけっゃ. 
‶さうしせすしすゃせのとうっ いぇきっさかう, おけゅ-
ょぇ いぇいゃせつぇか きっすさけくけき «きうくせすに 
きけかつぇくうは».

– ¨す しっぉは かうつくけ, けす うきっくう 
させおけゃけょしすゃぇ ¨╁╃ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, こさっいうょうせきぇ 
ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ, 
しっおちうう ゃっすっさぇくけゃ こさぇゃけけたさぇ-
くうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ ぉかぇゅけょぇさの 
ゃしった, おすけ しっゅけょくは こさうくはか せつぇ-
しすうっ ゃ けすおさにすうう きっきけさうぇかぬくけえ 
ょけしおう. ′っ きけゅせ くっ しおぇいぇすぬ しかけゃぇ 
ぉかぇゅけょぇさくけしすう すっき, ぉかぇゅけょぇさは 
おけきせ しすぇかけ ゃけいきけあくにき ねすけ しけ-
ぉにすうっ, おすけ し しぇきけゅけ くぇつぇかぇ こけょ-

ょっさあうゃぇか うょっの せゃっおけゃっつうすぬ うきは 
′うおけかぇは ╅けかけぉけゃぇ. ╂かぇゃくにき 
けぉさぇいけき, ねすけ ぇょきうくうしすさぇちうは 
くぇてっゅけ けおさせゅぇ, ぇ うきっくくけ, ぉにゃ-
てうえ きねさ ╁はつっしかぇゃ ╀さけいけゃしおうえ, 
こさっょしっょぇすっかぬ ょせきに ╀╂¨ ╄ゃゅっくうえ 
╂けゃけさせたぇ, ゅかぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ 
ゅけさけょぇ ╊のょきうかぇ ╉けさはおけゃぇ, ぇ 
すぇおあっ させおけゃけょうすっかう こさっょこさう-
はすうえ う けさゅぇくういぇちうえ, おけすけさにっ 
けおぇいにゃぇかう ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくせの 
こけきけとぬ, – しおぇいぇか つかっく こさっいうょう-
せきぇ ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇ-
くけゃ, きぇえけさ きうかうちうう ゃ けすしすぇゃおっ 
┿かっおしっえ ╂かせておけゃ.

‶ぇさせ かっす くぇいぇょ ┿かっおしっえ ′う-
おけかぇっゃうつ しかせつぇえくけ せいくぇか け すけき, 
つすけ さけょうすっかう こけゅうぉてっゅけ ゃ くぇ-
てっき けおさせゅっ しけすさせょくうおぇ ¨╋¨′ 
╂¨╁╃ こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
くぇこうしぇかう こさけてっくうっ こさうしゃけうすぬ 
うきは うた しにくぇ けょくけえ うい せかうち ゃ 
╀っさひいけゃしおけき けおさせゅっ, けょくぇおけ けくけ 

けしすぇかけしぬ ぉっい ょけかあくけゅけ ゃくうきぇ-
くうは. ┿. ╂かせておけゃ さぇいせいくぇか こけょ-
さけぉくけしすう すさぇゅうつっしおけえ うしすけさうう 
╅けかけぉけゃぇ, こけくはか, つすけ こけょゃうゅ 
いぇぉにゃぇすぬ くっかぬいは, くぇつぇか たけょうすぬ 
こけ うくしすぇくちうはき… ╇ ょけしすうゅ こけ-
しすぇゃかっくくけえ ちっかう.

‶けしかっ すけさあっしすゃっくくけゅけ けすおさに-
すうは こさうしせすしすゃせのとうっ けすこさぇゃうかうしぬ 
ゃ こけしひかけお ‶っさゃけきぇえしおうえ ゃけいかけ-
あうすぬ ちゃっすに お こぇきはすくうおせ, せしすぇくけゃ-
かっくくけきせ くぇ きっしすっ ゅうぉっかう ′うおけかぇは 
╅けかけぉけゃぇ. ′ぇこけきくうき, しけすさせょくうお 
しこっちこけょさぇいょっかっくうは ¨╋¨′ ╂¨╁╃ 
こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, おぇこう-
すぇく きうかうちうう ′うおけかぇえ ╅けかけぉけゃ 
こけゅうぉ けおけかけ ょっしはすう かっす くぇいぇょ ゃ 
‶っさゃけきぇえしおけき こけしひかおっ こさう けぉっい-
ゃさっあうゃぇくうう たせかうゅぇくぇ, おけすけさにえ 
ゅさけいうかしは こけょけさゃぇすぬ ゅさぇくぇすけえ あう-
かけえ ょけき.

╆ぇ つうしすけすけえ う こけさはょおけき けおけかけ 
ょけきぇ う しけたさぇくくけしすぬの きっきけさうぇかぬ-
くけえ ょけしおう すっこっさぬ ぉせょせす しかっょうすぬ 
せつっくうおう ておけかに わ8 こけしひかおぇ 【う-
かけゃおう, おけすけさにっ ゃいはかう くぇょ くうきう 
てっそしすゃけ.

〉ゃぇあぇっきにっ しけすさせょくうおう けすょっかぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
こけあぇさくけゅけ くぇょいけさぇ う かうつくにえ しけしすぇゃ こけあぇさくけえ 
つぇしすう わ62 16  ¨《‶] こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう! 

‶けいょさぇゃかはっき ゃぇし ゃ ╃くひき こけあぇさくけえ けたさぇくに!
¨ こけあぇさくにた ゃしっ いくぇのす し ょっすしおうた かっす, ねすう かのょう さうしおせのす しゃけっえ あういくぬの う 

こけぉっあょぇのす すぇおせの けこぇしくせの しすうたうの, おぇお けゅけくぬ. ′っ おぇあょにえ しこけしけぉっく ゃけっゃぇすぬ 
しけ しすうたうっえ けゅくは. ぁすけ さぇぉけすぇ ょかは くぇしすけはとうた きせあつうく う くぇしすけはとうた こさけそっし-
しうけくぇかけゃ.  ぁすぇ ゃぇあくぇは こさけそっししうは ょぇゃくけ いぇしかせあうかぇ ゃしっくぇさけょくけっ こけつすっくうっ 
う せゃぇあっくうっ. ╇しすけさうは こさぇいょくうおぇ ぉっさひす しゃけひ くぇつぇかけ ゃ 17 ゃっおっ. ╁ すっ ょぇかひおうっ 
ゃさっきっくぇ, 30 ぇこさっかは 1649 ゅけょぇ ちぇさぬ ┿かっおしっえ ╋うたぇえかけゃうつ しけいょぇか こっさゃせの 
さけししうえしおせの こさけすうゃけこけあぇさくせの しかせあぉせ. ‶っさっょ くっえ しすけはかぇ ゃぇあくぇは いぇょぇつぇ – 
すせてっくうっ こけあぇさけゃ ゃ ╋けしおゃっ. 『ぇさぬ けこさっょっかうか しすさけゅうえ こけさはょけお ょっえしすゃうえ う 
きっすけょに こけあぇさけすせてっくうは. ╁ せおぇいっ − おさせゅかけしせすけつくけっ ょっあせさしすゃけ う こさぇゃけ くぇ 
くぇおぇいぇくうっ いかけしすくにた くぇさせてうすっかっえ, おけすけさにっ しすぇかう こさうつうくけえ こけあぇさぇ. 

╅っかぇっき ゃぇき おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは, けこすうきういきぇ, せょぇつう, くっせゅぇしぇのとっえ ゃっさに 
ゃ しっぉは う しゃけう しうかに.

╆ぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ╄.[. ‶うしちけゃ

‶さっょしっょぇすっかぬ ╃せきに 
╀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  ╄.]. ╂けゃけさせたぇ

╉╊ぃ【′╇╉¨╁]╉╇╈ 〈〉[′╇[

ПО ДОРОГАМ ИСТИНЫ И ТВОРЧЕСТВА
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

╃╄〈╇ うい ょっしはすう ておけか けおさせ-
ゅぇ ゃ きうくせゃてうえ ゃすけさくうお 

こさうくはかう せつぇしすうっ ゃ っあっゅけょくけき 
おけくおせさしっ, こけしゃはとひくくけき こぇ-
きはすう ぉっさひいけゃしおけえ こけねすっししに 
う しおぇいうすっかぬくうちに ╄かういぇゃっすに 
‶っすさけゃくに ╉かのてくうおけゃけえ. 〉あっ 
こはすにえ ゅけょ っゅけ こさけゃけょうす ゃ しゃけ-
うた しすっくぇた ておけかぇ わ33.

╁ こけかけあっくうう おけくおせさし いぇはゃかっく 
おぇお かうすっさぇすせさくにえ, けょくぇおけ くぇ しぇ-
きけき ょっかっ っゅけ さぇきおう ゅけさぇいょけ てうさっ. 
╁ ねすけき ゅけょせ お すさぇょうちうけくくにき くけきう-
くぇちうはき – ゃにさぇいうすっかぬくけきせ つすっくうの 
しすうたけゃ, こさっょしすぇゃかっくうの しけぉしすゃっく-
くにた かうすっさぇすせさくにた こさけういゃっょっくうえ 
う すっぇすさぇかぬくにた きうくうぇすのさ – ょけぉぇ-
ゃうかうしぬ っとひ くっしおけかぬおけ: しけいょぇくうっ 
う うしこけかくっくうっ つぇしすせておう, しけいょぇくうっ 
ゃうょっけさけかうおぇ う そけすけゅさぇそうう け さけょ-
くけき ゅけさけょっ. 〉つぇしすくうおう しこさぇゃうかうしぬ 
し いぇょぇくうはきう う ょけおぇいぇかう, つすけ ゃ ╀っ-
さひいけゃしおけき あうゃせす すゃけさつっしおうっ う かの-
ぉはとうっ しゃけえ ゅけさけょ ょっすう.

╁ おけくおせさしっ ゃ ねすけき ゅけょせ こさうくはかう 
せつぇしすうっ おけきぇくょに うい すぇおうた ておけか, 
おぇお わ1, 9, 11, 29, 30, 32, 33, 
かうちっは わ3 «┿かぬはくし», かうちっは わ7, 
ゅうきくぇいうう わ5.

‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
┳┴┬┼┯┤ ┦┩┵┱┤ – ┴┤┵┳┷┵┶┬┯┤┵╀ ┬┱┸┩┮┺┬╃

′っかは ╂┿╊╇〉╊╊╇′┿, ゃさぇつ-ねこうょっきうけかけゅ 
けすょっかぇ ねこうょっきうけかけゅうつっしおうた ねおしこっさすうい 
╀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
¨しすさにっ おうてっつくにっ うくそっおちうう こけ-こさっあくっきせ しけたさぇくはのす けょくけ うい ゃっょせとうた 

きっしす しさっょう うくそっおちうけくくけえ いぇぉけかっゃぇっきけしすう くぇてうた ゅけさけあぇく: っあっゅけょくけ さっ-
ゅうしすさうさせのすしは ゃしこにておう ¨╉╇, しゃはいぇくくにっ し ゃけょくにき, こうとっゃにき う こさっょきっすくけ-
ぉにすけゃにき こせすはきう こっさっょぇつう. 

╃かは けしすさにた おうてっつくにた うくそっおちうえ たぇさぇおすっさくぇ つひすおけ ゃにさぇあっくくぇは いうきくっ-
ゃっしっくくはは しっいけくくけしすぬ. ] くぇつぇかぇ 2011 ゅけょぇ くぇ すっささうすけさうう ╀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 ぉにかけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 202 しかせつぇは いぇぉけかっゃぇくうは ¨╉╇. ╉ぇお 
こさけすうゃけしすけはすぬ うくそっおちうう?

[けすぇゃうさせし ぉにしすさけ こけゅうぉぇっす こさう おうこはつっくうう, こけねすけきせ ゃしの こうすぬっゃせの ゃけょせ 
くせあくけ けぉはいぇすっかぬくけ おうこはすうすぬ, ょぇあっ ぉせすうかうさけゃぇくくせの.

《させおすに, ゃにきにすにっ こけょ おさぇくけき, あっかぇすっかぬくけ けてこぇさうすぬ おうこはすおけき. ╃かは こさけそうかぇおすう-
おう, きかぇょっくちっゃ かせつてっ おせこぇすぬ ゃ おうこはつひくけえ ゃけょっ. ╁いさけしかにき くっ しかっょせっす いぇぉにゃぇすぬ きにすぬ 
させおう こけしかっ こけしっとっくうは すせぇかっすぇ, せぉけさおう おゃぇさすうさに, こさうたけょぇ し せかうちに, こっさっょ こさうゅけすけゃ-
かっくうっき こうとう. ╁っょぬ, こけ しせすう, かのぉぇは おうてっつくぇは うくそっおちうは – ねすけ ぉけかっいくぬ ゅさはいくにた させお!

┿╉『╇ぅ
ÂÎÑÏÈÒÛÂÀËÈ ÄÅÒÅÉ, À «ÂÎÑÏÈÒÀËÈÑÜ» ÐÎÄÈÒÅËÈ
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, 
そけすけ ┿くくに 
╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╇すけゅけゃけっ きっさけ-
こさうはすうっ けぉかぇしす-
くけゅけ しけちうぇかぬくけ-
こっょぇゅけゅうつっしおけゅけ 
こさけっおすぇ «╀せょぬ 
いょけさけゃ!» ゃ くぇてっき 
けおさせゅっ しけしすけはかけしぬ 
ゃ きうくせゃてうえ つっす-
ゃっさゅ ゃけ ╃ゃけさちっ 
きけかけょひあう. 

╀っさひいけゃしおうえ こさうくうきぇか せつぇしすうっ ゃ ねすけき けぉかぇしすくけき 
こさけっおすっ ゃこっさゃにっ, すはゅぇすぬしは こさうてかけしぬ し おけきぇくょぇきう うい 
こはすくぇょちぇすう きせくうちうこぇかうすっすけゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. 
¨しくけゃくせの くぇゅさせいおせ こけ けさゅぇくういぇちうう  ゃしった おけくおせさしけゃ 
ゃいはかぇ くぇ しっぉは けぉとっしすゃっくくけしすぬ (つすけ けすかうつぇっす くぇし けす 
ゃしった ょさせゅうた ゅけさけょけゃ, ゅょっ こさけっおす おせさうさせっす せこさぇゃかっくうっ 
けぉさぇいけゃぇくうは). 〈ぇお, くぇこさうきっさ, こさっょしっょぇすっかっき けさゅおけ-
きうすっすぇ しすぇかぇ させおけゃけょうすっかぬ おけきうししうう こけ けぉさぇいけゃぇくうの, 
いょさぇゃけけたさぇくっくうの う おせかぬすせさっ ¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇかぇすに 
╀╂¨ ′ぇょっあょぇ ╅うゅぇかぬしおぇは. ╁たけょうかう ゃ っゅけ しけしすぇゃ こさっょ-
しすぇゃうすっかう さけょうすっかぬしおけえ けぉとっしすゃっくくけしすう, せこさぇゃかっくうは 
けぉさぇいけゃぇくうは, ぇ すぇおあっ おけささっしこけくょっくす くぇてっえ ゅぇいっすに う 
ょっこせすぇす ╃せきに ′うおけかぇえ ‶っしすけゃ.

‶さけっおす «╀せょぬ いょけさけゃ!», ょけおぇいぇゃてうえ しゃけの ねそそっおすうゃくけしすぬ 
う いくぇつうきけしすぬ, ぉせょっす こさけょけかあぇすぬしは う ゃ しかっょせのとっき ゅけょせ. 

┿ しっえつぇし おかぇししに-
せつぇしすくうおう こけかせつう-
かう こけ しすけこおっ そせす-
ぉけかけお (おぇあょけきせ こけ 
そせすぉけかおっ!) し かけ-
ゅけすうこけき こさけっおすぇ, 
ぇ すぇおあっ こぇきはすくにっ 
こさういに. 『っくくにきう 
こさういぇきう う ゅさぇきけ-
すぇきう けさゅぇくういぇすけさに 
こけけとさうかう ぇおすうゃ-
くにた おせさぇすけさけゃ う 
おけけさょうくぇすけさけゃ 

おかぇししけゃ. ╀かぇゅけょぇさしすゃっくくにっ こうしぬきぇ ぉにかう ゃさせつっくに ゃしっき, おすけ 
すぇお うかう うくぇつっ こけきけゅぇか こさけっおすせ – けさゅぇくういぇちうけくくけ うかう きぇすっ-
さうぇかぬくけ (ゃしひ けしせとっしすゃかはかけしぬ くぇ ょっくぬゅう しこけくしけさけゃ).

′ぇこけきくうき, つすけ ゅかぇゃくにき せしかけゃうっき せつぇしすうは ゃ こさけっおすっ ょかは 
ておけかぬくうおけゃ ぉにか うた «くっおせさはとうえ» しすぇすせし. ╃っすう ょぇあっ こけょ-
こうしにゃぇかう けぉはいぇすっかぬしすゃけ くっ くぇつうくぇすぬ おせさうすぬ, ぇ っしかう せあっ 
うきっのす ねすけす ゅさってけお, けぉはいぇすっかぬくけ ぉさけしうすぬ. ]かせつぇっゃ, つすけぉに 
せつぇしすくうお ゃにぉにか うい-いぇ すけゅけ, つすけ くっ せょっさあぇかしは う いぇおせさうか, 
くっ ぉにかけ, こけねすけきせ きけあくけ しつうすぇすぬ, つすけ ちっかぬ ょけしすうゅくせすぇ.

‶け しかけゃぇき しぇきうた こけょさけしすおけゃ, ゃ くっおけすけさにた しっきぬはた さっ-
いせかぬすぇすけき うた ぇおすうゃくけえ さぇぉけすに こけ すっきぇすうおっ いょけさけゃけゅけ 
けぉさぇいぇ あういくう しすぇか けすおぇい けす ゃさっょくけえ こさうゃにつおう けょくけゅけ 
うい さけょうすっかっえ. ぁすけ – しぇきにえ つすけ くう くぇ っしすぬ こさぇおすうつっ-
しおうえ さっいせかぬすぇす さっぇかういぇちうう こさけっおすぇ, たけすは う くっしおけかぬおけ 
くっけあうょぇくくにえ.
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1:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿
2:00	 ╃/《	╃┿╊〈¨′	〈[┿╋╀¨
3:30	 ╃/《	╃╅╄╈′	╀╇[╉╇′:	╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ
4:00	 ╃/]	╃〉》¨╁′┿ぅ	╋〉╆｠╉┿
5:00	 ╃/]	 ╁	 ]¨╆′┿′╇╇	 ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨	

』╄╊¨╁╄╉┿

6:00	 ╃/《	╂╄′╃╄╊を:	╉╊┿]]╇╉	‶¨‶-╋〉╆｠╉╇

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

8:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

9:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿

10:00	 ╃/《	╃┿╊〈¨′	〈[┿╋╀¨

11:30	 ╃/《	╃╅╄╈′	╀╇[╉╇′:	╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ

12:00	 ╃/]	╃〉》¨╁′┿ぅ	╋〉╆｠╉┿

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

』╄╊¨╁╄╉┿

14:00	 ╃/《	╂╄′╃╄╊を:	╉╊┿]]╇╉	‶¨‶-╋〉╆｠╉╇

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

16:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

17:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿

18:00	 ╃/《	╃┿╊〈¨′	〈[┿╋╀¨

19:30	 ╃/《	╃╅╄╈′	╀╇[╉╇′:	╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ

20:00	 ╃/《	[╄╋╀[┿′╃〈.	ぅ	¨╀╁╇′ぅぃ!

22:00	 ╃/]	╇╆	‶╇¨′╄[¨╁	╁	╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00	 ╃/]	╇]〈¨[╇ぅ	[┿]╇╆╋┿

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.40	«╃┿』′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

8.10	╉¨╋╄╃╇ぅ	«¨〈『｠	╇	╃╄╃｠»

9.45	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

10.45	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╀¨]╇╉¨╋	╁	‶┿[╉╄»

12.50	》/《	«╊ぃ╀╇〈を	‶¨-[〉]]╉╇»

14.40	》/《	«╊ぃ╀╇〈を	‶¨-[〉]]╉╇	2»

16.35	》/《	«╊ぃ╀╇〈を	‶¨-[〉]]╉╇	3.	╂〉╀╄[′┿〈¨[»

18.30	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

19.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

20.30	〈[╇╊╊╄[	«[¨╉¨╁¨╄	╁╊╄』╄′╇╄»

23.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

23.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╆┿	‶[╄╉[┿]′｠》	╃┿╋»

00.50	》/《	«‶¨╃	‶[╇╉[｠〈╇╄╋»

03.50	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

04.50	«╂¨[¨╃]╉¨╄	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»

05.50	╋〉╆｠╉┿	′┿	«41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	‶[¨╂[┿╋╋┿	«╉〉》′ぅ»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

13.00	》/《	«╆┿	‶[╄╉[┿]′｠》	╃┿╋»

14.20	«]╁┿╃╄╀′¨╄	‶╊┿〈を╄»

15.30	«『╁╄〈¨』′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

16.00	〈/]	«〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00,	04.05	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«╃¨╋	′┿	¨╆╄[′¨╈»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╃╄′を	]』┿]〈をぅ»

01.25	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

02.15	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

05.05	«╂¨[¨╃]╉¨╄	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	》/《	«╃╄′を	]』┿]〈をぅ»

14.00	«╀┿╀を╄	╊╄〈¨»

15.00	〈/]	«〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00,	04.05	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«╃¨╋	′┿	¨╆╄[′¨╈»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╋¨╈	╋╊┿╃【╇╈	╀[┿〈»

01.30	》/《	«╀¨╂	╁¨╈′｠»

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

14.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

15.00	〈/]	«〈┿╉]╇]〈╉┿»

17.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«╃¨╋	′┿	¨╆╄[′¨╈»,	╆┿╉╊ぃ』.

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«]╄╋を	』┿]¨╁	╃¨	╂╇╀╄╊╇»

01.00	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

01.50	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

02.45	╂¨[¨╃]╉¨╄	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄

6.00	«╋〉╆｠╉┿	′┿	«41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«』╄╊¨╁╄╉	[¨╃╇╊]ぅ»

9.25	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

10.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

10.25	╉¨╋╄╃╇ぅ	«‶¨╊′｠╈	╁‶╄[╄╃!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	╉¨╋╄╃╇ぅ	«‶¨╊′｠╈	╁‶╄[╄╃!»

22.45	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«]╁┿╃を╀┿	]	‶[╇╃┿′｠╋»

01.50	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

02.40	 «╂¨[¨╃]╉¨╄	 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄	 ]	 ‶┿╁╊¨╋	

╊ぃ╀╇╋『╄╁｠╋»

04.40	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

6.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.20	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.45	 ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉╇╈	 《╇╊を╋	 «‶[╄╉[┿]′｠╄	

╂¨]‶¨╃┿	╇╆	╀〉┿-╃¨[╄»

16.30	«]╁┿╃╄╀′¨╄	‶╊┿〈を╄»

17.00	«╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿»

18.00	‶[¨╂[┿╋╋┿	«╉〉》′ぅ»

18.30	‶[¨╂[┿╋╋┿	¨	╆╃¨[¨╁を╄	«36,6»

19.00	«′╄╃╄╊ぅ	╀╄╆	╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30	 ╃╄〈╄╉〈╇╁	 «′╇[¨	 ╁〉╊を《	╇	 ┿[』╇	 ╂〉╃╁╇′»	

«╊╄〈┿ぃ】╇╈	‶╇]〈¨╊╄〈»

21.35	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╁¨╆╁[┿】╄′╇╄	╀╊〉╃′¨╂¨	╋〉╅┿»

23.30	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

00.00	》/《	«╁｠╊╄〈	╆┿╃╄[╅╇╁┿╄〈]ぅ»

01.35	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

02.25	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.15	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

05.15	╂¨[¨╃]╉¨╄	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄

6.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

7.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

8.20	«╃┿』′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

8.50	》/《	«′╄╁╄[′¨]〈を»

10.30	》/《	«╁¨╆┿[┿】╄′╇╄	╁	ぁ╃╄╋»

16.00	«]╊┿╃╉╇╄	╇]〈¨[╇╇»

16.30	 》/《	 «╊ぃ╀╇╋┿ぅ	 ╅╄′】╇′┿	 ╋╄》┿′╇╉┿	

╂┿╁[╇╊¨╁┿»

18.00	«‶[¨	〉]┿〈｠》	╇	》╁¨]〈┿〈｠》»

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

19.00	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

19.30	 》/《	 «′╇[¨	╁〉╊を《	╇	 ┿[』╇	 ╂〉╃╁╇′»	 «‶¨╉┿	

ぅ	′╄	〉╋╄[»

21.30	 》/《	 «′╇[¨	╁〉╊を《	╇	 ┿[』╇	 ╂〉╃╁╇′»	 «╃╄╊¨	

╁	【╊ぅ‶╄»

23.30	«′╄╃╄╊ぅ	╀╄╆	╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00	》/《	«╊ぃ╀¨╁を	]╄[┿《╇╋┿	《[¨╊¨╁┿»

01.35	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

02.25	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.15	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

05.15	╂¨[¨╃]╉¨╄	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄

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

6.55	╃/《	«[╄╃╉╇╄	╅╇╁¨〈′｠╄	【¨〈╊┿′╃╇╇»

7.55	╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.25	》/《	«]┿╃╉¨»

10.00	]╄╈』┿]

10.10	 》/《	 «╃’┿[〈┿′をぅ′	 ╇	 〈[╇	 ╋〉【╉╄〈╄[┿»,	 1,	

2,	3	]╄[╇╇

15.30	〈/]	«〈┿′╉╄[	«〈┿′╂¨»

18.30	╂╊┿╁′¨╄

19.20	〈/]	«〈┿′╉╄[	«〈┿′╂¨»

22.20	》/《	«¨‶┿]′┿ぅ	╉¨╋╀╇′┿『╇ぅ»

00.15	》/《	«╀╄【╄′｠╈	‶╄]	╇	╂╊¨[╇╇»

02.05	》/《	«╉¨′〈[┿╉〈	╁╄╉┿»

04.45	╃/《	«[╄╃╉╇╄	╅╇╁¨〈′｠╄	【¨〈╊┿′╃╇╇»

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

10.55,	12.30	》/《	«¨‶┿]′┿ぅ	╉¨╋╀╇′┿『╇ぅ»

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

13.20	》/《	«¨〈╁╄〈′｠╈	》¨╃»

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	》/《	«╀╊¨╉┿╃┿.	╊〉╅]╉╇╈	[〉╀╄╅»

00.40	》/《	«]╄╃を╋¨╈	╃╄′を»

02.55	》/《	«╁]┿╃′╇╉	╁｠]¨╉╇》	[┿╁′╇′»

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30,	12.30	〈/]	«〈┿′╉╄[	«〈┿′╂¨»

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

13.00	》/《	«╃’┿[〈┿′をぅ′	╇	〈[╇	╋〉【╉╄〈╄[┿»,	1	]╄[.

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	》/《	«╀╊¨╉┿╃┿.	‶〉╊╉¨╁]╉╇╈	╋╄[╇╃╇┿′»

00.00	》/《	«]╊〉』┿╈	′┿	【┿》〈╄	╁¨]╄╋を»

01.50	》/《	«╀╄【╄′｠╈	‶╄]	╇	╂╊¨[╇╇»

03.40	》/《	«╃¨[¨╂¨╈	╃╅¨′»

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.35,	12.30	〈/]	«〈┿′╉╄[	«〈┿′╂¨»

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

13.10	》/《	«╃’┿[〈┿′をぅ′	╇	〈[╇	╋〉【╉╄〈╄[┿»,	2	]╄[.

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	》/《	«╀╊¨╉┿╃┿.	╊╄′╇′╂[┿╃]╉╇╈	╋╄〈[¨′¨╋»

00.30	》/《	«¨〈╁╄〈′｠╈	》¨╃»

02.10	》/《	«]╊〉』┿╈	′┿	【┿》〈╄	╁¨]╄╋を»

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

11.00,	12.30	〈/]	«〈┿′╉╄[	«〈┿′╂¨»

12.00	]╄╈』┿]

13.30	》/《	«╃’┿[〈┿′をぅ′	╇	〈[╇	╋〉【╉╄〈╄[┿»,	3	]╄[.

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

15.30,	18.30	]╄╈』┿]

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

23.00	》/《	«╀╊¨╉┿╃┿.	¨‶╄[┿『╇ぅ	«╇]╉[┿»

00.20	 》/《	 «》[¨′╇╉┿	‶╇╉╇[〉ぃ】╄╂¨	 ╀¨╋╀┿[╃╇-

[¨╁】╇╉┿»

01.55	》/《	«¨	〈╄》,	╉¨╂¨	‶¨╋′ぃ	╇	╊ぃ╀╊ぃ»

03.25	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈

6.00	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ
6.55	╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.45	》/《	«╃┿╈	╊┿‶〉,	╃[〉╂»
10.00	]╄╈』┿]
10.10	》/《	«]〈┿[╇╉	》¨〈〈┿╀｠』»
11.40	》/《	«〈╇》╇╈	╃¨′»
18.30	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠»
23.00	〈/]	«〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈	《[¨′〈»
01.10	》/《	«╅╄]〈¨╉╇╄»
03.00	》/《	«╋¨¨′╆〉′╃»

6.00	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ

6.55	╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.05	》/《	«╆╄╊╄′｠╄	『╄‶¨』╉╇»

10.00	]╄╈』┿]

10.10	》/《	«′┿	╁¨╈′╄,	╉┿╉	′┿	╁¨╈′╄»

12.00	》/《	«╁¨╆╋╄╆╃╇╄»

14.25	》/《	«╋┿╉]╇╋	‶╄[╄‶╄╊╇『┿»

16.15	〈/]	«╁¨╈′┿	′┿	╆┿‶┿╃′¨╋	′┿‶[┿╁╊╄′╇╇»

18.30	]╄╈』┿]

18.45	〈/]	«╁¨╈′┿	′┿	╆┿‶┿╃′¨╋	′┿‶[┿╁╊╄′╇╇»

01.30	》/《	«‶┿′╇	╋┿[╇ぅ»

03.15	》/《	«╋｠	]╋╄[〈╇	]╋¨〈[╄╊╇	╁	╊╇『¨»

04.40	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ

6.00	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╋╇╋╇′¨»

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

10.30	╃╄〈╄╉〈╇╁	«╃╄]ぅ〈を	′╄╂[╇〈ぅ〈»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	╃[┿╋┿	«┿╁┿[╇ぅ»	-	╃¨』を	╋╄′〈┿»

16.35	╃[┿╋┿	«╉〉[を╄[»

18.30	╃[┿╋┿	«╇′〈╄[╃╄╁¨』╉┿»

21.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»

00.30	╀¨╄╁╇╉	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»

01.45	 ╋╄╊¨╃[┿╋┿	 «╃′╄╁′╇╉╇	 «╉[┿]′¨╈	 〈〉-

《╄╊を╉╇»

02.05	╃╄〈╄╉〈╇╁	«╃╄]ぅ〈を	′╄╂[╇〈ぅ〈»

04.45	 ╉¨╋╄╃╇╈′｠╈	 ╀¨╄╁╇╉	 «╊╄╁	 ╂¨〈¨╁╇〈]ぅ	

╉	‶[｠╅╉〉»

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

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«╉〉[を╄[»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00	«]¨]╄╃╇»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«]¨]╄╃╇»
21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.35	》/《	«╉[｠]╇′｠╄	‶¨》¨[¨′｠»
03.10	》/《	«╊╄╁	╂¨〈¨╁╇〈]ぅ	╉	‶[｠╅╉〉»
04.35	》/《	«┿〈╉╇′]»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«ぁ╉╇‶┿╅	╋┿【╇′｠	╀¨╄╁¨╈»
12.00,	19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00	«]¨]╄╃╇»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
20.30	«]¨]╄╃╇»
21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.35	》/《	«′╄〈	╁｠╀¨[┿»
03.15	》/《	«╃╄′を	╊ぃ╀╁╇»
04.55	》/《	«‶[¨‶┿╁【╄╄	╆¨╊¨〈¨	╇′╉¨╁»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«〈｠	╃¨╊╅╄′	╅╇〈を»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00	«]¨]╄╃╇»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«]¨]╄╃╇»
21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.35	》/《	«¨〈╋】╄′╇╄»
03.30	》/《	«╀┿[｠【′╇	╇╆	╁╇╊を╉¨»
05.40	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

6.05	╃[┿╋┿	«〈｠	╃¨╊╅╄′	╅╇〈を»

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

10.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╀¨╊を【┿ぅ	‶╄[╄╋╄′┿»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	〉╅┿]｠	«‶[¨╉╊ぅ〈╇╄	╃╄[╄╁′╇	╋╇╃╁╇』»

16.30	╀¨╄╁╇╉	«¨′╂	╀┿╉»

18.35	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╀┿╂[¨╁｠╄	[╄╉╇-2	(┿′╂╄╊｠	┿‶¨-

╉┿╊╇‶]╇]┿)»

20.50	 «〉╊╄〈′¨╄	 ╁╇╃╄¨.	 ]┿╋｠╄	 ¨‶┿]′｠╄	 ‶[¨-

《╄]]╇╇»

22.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»

23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»

00.30	╀¨╄╁╇╉	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»

01.25	〈/]	«╃′╄╁′╇╉╇	«╉[┿]′¨╈	〈〉《╄╊を╉╇»

01.55	╀¨╄╁╇╉	«¨′╂	╀┿╉»

04.00	╁╄]〈╄[′	«┿〈╉╇′]»

05.35	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨	‶¨-[〉]]╉╇»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.20	╀¨╄╁╇╉	«ぁ╉╇‶┿╅	╋┿【╇′｠	╀¨╄╁¨╈»

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.20	«╋╄╃╇『╇′]╉¨╄	¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

10.35	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╀¨╊を【┿ぅ	‶╄[╄╋╄′┿»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	╀¨╄╁╇╉	«┿ぁ[¨‶╊┿′»

16.30	╀¨╄╁╇╉	«┿ぁ[¨‶╊┿′	2.	‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄»

18.10	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╋┿╈¨[	‶╄╈′»

20.20	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨	‶¨-[〉]]╉╇»

22.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»

23.25	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»

00.30	╀¨╄╁╇╉	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»

01.25	〈/]	«╃′╄╁′╇╉╇	«╉[┿]′¨╈	〈〉《╄╊を╉╇»

01.55	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╋┿╈¨[	‶╄╈′»

03.55	╃[┿╋┿	«╃╄′を	╊ぃ╀╁╇»

05.35	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨	‶¨-[〉]]╉╇»
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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	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
19:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
20:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈
20:40	 ]｠′	¨》¨〈′╇╉┿
21:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
22:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
23:00	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
23:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
23:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
0:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
0:55	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
1:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
2:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
2:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
3:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
4:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

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

《[┿′『╇╇

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

6:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
6:40	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇
7:15	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
7:45	 ¨》¨〈′╇』を╇	╀┿╈╉╇
8:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈
8:40	 〈┿′╆┿′╇ぅ:	╇]〈¨[╇ぅ	¨╃′¨╂¨	]┿《┿[╇
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	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇
22:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
22:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
23:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈
23:40	 ]｠′	¨》¨〈′╇╉┿
0:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
1:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
1:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
2:00	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
2:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
2:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
3:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
3:55	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
4:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
5:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
5:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇

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

╂[╇′¨╋
8:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
8:40	 [｠╀┿╊╉┿	′┿	┿〈╊┿′〈╇』╄]╉¨╋	‶¨╀╄[╄╅を╄	

《[┿′『╇╇
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	¨》¨〈′╇╉┿
16:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
16:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
17:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
17:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
18:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
18:40	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇
19:15	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
19:45	 ¨》¨〈′╇』を╇	╀┿╈╉╇
20:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
20:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
21:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
22:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

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

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

╂[╇′¨╋
20:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
20:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
21:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
21:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
22:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
22:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
23:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
23:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
0:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
0:40	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇
1:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
1:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
2:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈
2:40	 ]｠′	¨》¨〈′╇╉┿
3:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
4:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
4:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
5:00	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
5:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
5:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈

6:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
6:55	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
7:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
8:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
8:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
9:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
10:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

╂[╇′¨╋
11:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
11:40	 [｠╀┿╊╉┿	′┿	┿〈╊┿′〈╇』╄]╉¨╋	‶¨╀╄[╄╅を╄	

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

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

6:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈

7:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄

8:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

8:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠

9:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄

9:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿

10:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿

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

11:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄

11:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『

12:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄

12:40	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇

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

13:45	 ¨》¨〈′╇』を╇	╀┿╈╉╇

14:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈

14:40	 〈┿′╆┿′╇ぅ:	╇]〈¨[╇ぅ	¨╃′¨╂¨	]┿《┿[╇

15:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈

16:30	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋

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

17:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿

17:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈

18:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿

19:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠

20:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨

20:40	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『

21:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈

22:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄

23:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

23:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
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]╃┿╋
• おゃぇさすうさせ くぇ ょかうす. しさけお させししおけえ しっ-
きぬっ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., ょけき. 〈っか. 8-902-
87-44-311, 8-908-91-03-795.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ. 〈っか. 8-905-80-05-585.
• しさけつくけ 2-おけきく. おゃ., ′╀‶, "ぉさっあ." 
うかう "たさせと.". 〈っか. 8-902-87-44-311.
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ょけき, いっき. せつ-お. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• 2-おけきく. おゃ. せ/こ, くぇ ′╀‶, ぉにしすさにえ 
さぇしつっす. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• ょけき うかう いっきっかぬくにえ せつぇしすけお.   
〈っか. 8-912-66-48-020.
• ょけき, いっき. せつ-お うかう きっくはの. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• 2-おけきく. おゃ. うかう さぇししきけすさの ゃぇさうぇく-
すに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• 3-おけきく. おゃ., せ/こ, ]けゃっすしおうえ きおさく, 
うかう きっくはの. 〈っか. 8-904-38-34-454.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに 
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 11 き2, せか. 
┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 5/5. 『. 680 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 16,7 き2, せか. 
╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 5/5, おうさこうつ.,  
かけょあうは 6 き2. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-908-
90-30-722.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., 17 き2, せか. 
┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 5/5, ぉぇかおけく. 『. 870 
す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 15, き/し, 10 き2, 
2/2, つ/こ. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-908-90-
30-722.
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 17, こ/き, 17,5 き2, 
2/2, おうさこうつ., つ/こ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 33, せ/こ, 33/18/6, 
5/5, おうさこ., つ/こ. 『. 1420 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6, 3/3, おうさこうつ, 
32/18,5/6, ぉぇかおけく. 『. 1450 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 5, 1/5, こぇくっかぬ, 
28,5/17/6, さっきけくす – ょっおぇぉさぬ 2010 ゅ., 
こか. けおくぇ, くけゃ. しぇくすったくうおぇ, き/ょゃっさう, 
しっえそ-ょゃっさぬ. 『. 1440 す.さ. 〈っか. 8-908-
91-03-795.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 14, 
ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは, 30/17/6, 1/2, ゅぇい, 
"たさせと.", しすっおかけこぇおっす, ょせて. おぇぉうく. 
『. 600 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ ゅ. 
╀っさひいけゃしおけき. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ╉けしにた, 5, 32/18/5, 2/5, こぇ-
くっかぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1850 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 25, "ぉさっあ.", 
42/27/6, 3/5, つ/こ. 『. 1900 す.さ. 〈っか. 
8-908-90-30-722.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, "たさせと.", 42/25/6, 
2/4, おうさこうつ. 『. 1760 す.さ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.

• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, せ/こ, 43/24/8, 
3/9, こぇくっかぬ, かけょあうは 6 き2. 『. 1900 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 16, せ/こ, 
49/28/8, 3/3, っゃさけさっきけくす, おせた. ゅぇさくう-
すせさ, しこぇかぬくは, ゅぇさぇあ. 『. 2250 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3┿, 2/4. 『. 1720 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
• きぇくしぇさょぇ, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 
6, し/こ, 78 き2, つ/こ. 『. 1967 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.
╄おぇすっさうくぉせさゅ, 2-おけきく. おゃ.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 137, ちっくすさ, 2/7, 
45/28/6, ういけかうさ., ぉぇかおけく. 『. 2800 
す.さ. ╊うぉけ けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ ゃ ゅ. 
╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╁けしすけつくぇは, 34, "ぉさっあ.", 48/30/6, 
ういけかうさ., 2/5, おうさこうつ, ぉぇかおけく. 『. 
2500 す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 5, 
"ぉさっあ.", おうさこ., 58/40/6, 3/5. 『. 1600 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, ]‶, 4/10, 
90/52/12,5, 2 かけょあうう いぇしすっおか., ょけき 
しょぇく ゃ 2008 ゅ. ¨ぉきっく. 『. 3300 す.さ. 
〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, "ぉさっあ.", 
62/45/6, 3/5, こぇくっかぬ. 『. 2350 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• せか. ‶っさゃけきぇえしおぇは, 31, き/し, 40/30/5, 
2/2, おうさこうつ, ぉぇかおけく, ょけき こけしかっ おぇこ. 
さっきけくすぇ. 『. 1450 す.さ. 〈っか. 8-963-04-
10-718.
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 4╀, "たさせと.", 
58/43/6, 1/4, おうさこうつ, いぇきっくぇ すさせぉ,  
ねか.こさけゃけょ., くけゃ. しぇくすったくうおぇ. 『. 
2000 す.さ. 〈っか. 8-902-87-44-311.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, こぇくっかぬ, せ/こ, 
64/41/9, 6/9, けすか. しけしす., しすっおかけこぇお., 
ゃしすさけっく. おせた. ゅぇさくうすせさ. 『. 2600 す.さ. 
〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 7, "ぉさっあ.", 
54/38/6, 5/5, こぇくっかぬ, つ/こ. 『. 2000 
す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.
╃けきぇ
• 1/2 ょけきぇ, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ‶ぇさおけ-
ゃぇは, ぉさっゃっくつ., 50 き2, 2 おけきくぇすに + 
おせたくは, こっつくけっ けすけこかっくうっ, ゃけょぇ, 
くぇょゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 1800 す.さ. ╇かう 
けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-908-91-
03-795.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, 
ぉぇくは, しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ‶っさゃけきぇえしおぇは, 
ぉさっゃっくつ., 3 おけきくぇすに + おせたくは, 2008 
ゅ. こけしすさけえおう, 16 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 
2000 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• ′╀‶, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 61 き2, 3 
おけきくぇすに + おせたくは, 8,7 しけす. ゃ しけぉ-
しすゃっく., ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, 2 
すっこかうちに, きぇしすっさしおぇは. 『. 3500 す.さ. 
〈っか. 8-908-90-30-722.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 
ょっさっゃ., 41 き2, ゅぇい ゃ ょけきっ, 14 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 1650 す.さ. 〈っか. 8-912-66-
48-020.
• せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, 
67 き2, 3 おけき-すに, おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 2 すっこかうちに, ゅぇさぇあ 48 き2, いっき. 
せつ-お 11 しけす. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ. 『. 3200 す.さ. 〈っか. 8-902-87-
44-311.
• せか. [っゃけかのちうけくくぇは, ぉさっゃっく., 50/30/6, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい う ちっくすさ. おぇくぇかう-
いぇちうは こけ せかうちっ, 9 しけす. いっきかう. 『. 2100 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. [ぇし-
しきけすさの かのぉにっ ゃぇさうぇくすに. 〈っか. 8-904-
38-34-454.
• せか. ╁ぇえくっさぇ, ぉさっゃっく., ぉかぇゅ., 3 
おけきくぇすに + おせたくは, くけゃ. ぉぇくは, ょっすしお. 
こかけとぇょおぇ, くぇゃっし くぇ ょゃっ きぇてうくに, 
6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 3000 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉさっゃっくつ., 51 き2, 2 おけきくぇすに + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 9 しけす. ゃ しけぉしす. 
『. 2400 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• せか. 9 ぅくゃぇさは, 48 き2, ぉさっゃっくつ., ゅぇい, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 『. 3900 す.さ. 〈っか. 
8-963-04-10-718.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 15 しけす., 
ゃ しけぉしす. ょけき 26 き2, しおゃぇあうくぇ, ゃけょぇ ゃ 
ょけきっ, ぉぇくは, くぇょゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 
1350 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, ぉさっゃっくつぇすにえ, けぉ-
くっしっく おうさこうつ., 43 き2, 2 おけきく. + おせた-
くは, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは しかうゃ., ゅぇさぇあ, 72 
き2, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., きけあくけ こけょ ぇゃ-
すけしっさゃうし. 『. 2500 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ. 〈っか. 8-963-
04-10-718.

]′╇╋〉
• おゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき.
╉〉‶╊ぃ
• しさけつくにえ ゃにおせこ 1-, 2-おけきく. おゃ., 
さぇしつっす くぇかうつくにきう.
‶[¨╃┿╋
• くっあうかけっ こけきっとっくうっ (こけょゃぇか),  
せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 65 き2. 『. 1700 す.さ. 
╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ.
╉けきくぇすに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉せいくっつくぇは, 
84, ちっくすさ, 7/9, こぇくっかぬ, おけきくぇすぇ 12 
き2, ゃ しっおちうう 6 おけきくぇす, ょゃぇ し/せ, ょせ-
てっゃぇは. 『. 770 す.さ.
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 
36, 14,5 き2, 1/2, こぇくっかぬ. 『. 700 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 22, 2/5, おうさこうつ, 
31,7/15,5/8, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく, 
つうしすけゃぇは けすょっかおぇ. 『. 1700 す.さ.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

せか. ]すさけうすっかっえ, 4 
(“╀ういくっし-ちっくすさ”),

すっか. 4-37-97, 4-55-66;
せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6 «ぇ»,
すっか. 3-19-26, 3-25-13

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

¨¨¨ «╅╇╊〈¨[╂-
]╄[╁╇]»

ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ,
せか. 【うかけゃしおぇは, 13-2.

〈っか. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

あ〈し

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

Р Ы Н О К
′╄╃╁╇╅╇╋¨]〈╇, 〈[〉╃┿, 〉]╊〉╂

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, いっしぇょ わ36, 3,5 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., ょけき 21 き2, さはょけき さっおぇ. 
『. 430 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.

• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉかぇゅけせしす., ょっさっゃ., 3 おけきく. + おせたくは, 
47 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 11,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., けぉきっく. 『. 3100 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.
′っょけしすさけえ
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ‶ぇさすういぇく, 
15 しけす. ゃ しけぉしすゃ., S – 340 き2/250 き2, 
3-ねすぇあく., くぇ せつ-おっ あうかけえ ょけき 50 き2, 
ぉさっゃっくつぇすにえ, ゅぇい, ゃけょぇ, ゅぇさぇあ, ぉぇくは. 
『. 5500 す.さ. 〈っか. 8-908-91-03-795.
╉けすすっょあう

〉つぇしすおう
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, ょけき 30 き2, 7 しけす. 
ゃ しけぉしすゃっく., こっつく. けすけこか., ゅぇい う ゃけょぇ 
こけ せかうちっ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• いっき. せつ-お  し ゃっすたうき ょけきけき, 24 しけす. 
ゃ しけぉしす., こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
• いっき. せつ-お ゃ お/し, ╀っかけはさしおうえ さ-く, こ. ╁. 
╃せぉさけゃけ, 8 しけす. ゃ しけぉしす., かっし, ゃけょけっき. 
『. 230 す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
]ぇょに

• こ. 【うかけゃおぇ, しぇょ わ34, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに. 『. 670 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.
• しぇょ ゃ お/し "′うゃぇ", 4,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
ょけきうお 2-ねす., おけかけょっち, ねか-ゃけ. 『. 450 
す.さ. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき かっし, ゃけょけひき. 『. 300 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ "╃ぇつくうお", ょけきうお 12 き2, 8 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., さはょけき ゃけょけひき. 『. 150 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.
• しぇょ. せつ-お,  2-けえ おぇさぬっさ, ょっさっゃ. 
2-ねすぇあ. ょけき, 2 おけきく., おせたくは, 5 しけす., 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゃにたけょ お ゃけょっ. 『. 800 す.さ. 
〈っか. 8-912-66-48-020.
╂ぇさぇあう
• おぇこ. ゅぇさぇあ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, せか. ]っさけ-
ゃぇ, けたさぇくぇ, ねか-ゃけ, 25 き2. 〈っか. 8-908-
91-03-795.
• さ-く ちっくすさぇ, せか. ╊っくうくぇ, いぇ き-くけき 
"】せおぇさぬ", 20,5 き2, ねか-ゃけ, けすけこか., けた-
さぇくぇ. 『. 200 す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
′っあうかにっ こけきっとっくうは 
す. 8-902-87-44-311.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 93 き2, ゃ 
くけゃけき ょけきっ. 『. 2900 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 53 き2, ゃ 
くけゃけき ょけきっ. 『. 1920 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 39,2 き2. 『. 1400 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, ゃ くけゃけき 
ょけきっ, ちけおけかぬ, 120,2 き2, けすょっかぬくにえ 
ゃたけょ.

せか. ]ゃけぉけょに, 2003 ゅ.こ., 110 き2, 2 
ねすぇあぇ, ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ, ぉぇくは, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく. 『. 5500 す.さ. 〈っか. 
8-904-38-34-454.

• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 11, 7/9, こぇ-
くっかぬ, 35,5/15,4/9,5, し/せ しけゃきっと., こ/
かけょあうは. 『. 1800 す.さ.
• こ. ╊けしうくおぇ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 1/4, 
おうさこうつ, 32,8/18,5/6, し/せ さぇいょっかぬ-
くにえ, ぉ/ぉ. 『. 670 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿, 4/6, 
おうさこうつ, 34,4 き2, し/せ しけゃきっと., かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 1800 す.さ.
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 8, 1/9, おうさこうつ, 
37,6/14,8/9,8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, こ/かけょ-
あうは, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ. 『. 1450 す.さ
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ┿くせつうくぇ, 8, 4/5, おうさこうつ, 
40/26/6, おけきくぇすに ういけかうさ., ぉぇかおけく. 
『. 1850 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 24, 5/5, こぇくっかぬ, 
43,5/25,5/6, おけきくぇすに ういけかうさ. くぇ 
さぇいくにっ しすけさけくに, し/せ さぇいょっか., ぉぇか-
おけく いぇしすっおかっく, しすっおかけこぇおっすに, こけか し 
こけょけゅさっゃけき. 『. 2050 す.さ.
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 4, 7/9, こぇくっかぬ, 
46/29,2/6, し/せ さぇいょっかぬくにえ, おけきくぇすに 
ういけかうさけゃぇくくにっ. 『. 1950 す.さ.
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 12, 1/5, こぇくっかぬ, 
46,5/32,2/6, し/せ さぇいょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 
1850 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, おうさこうつ, 
45,5/30,4/6, おけきくぇすに – ゃぇゅけく, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 1720 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/1, 1/10, きけくけ-
かうす, きおさく [ぇょせあくにえ, 58,5/40/11, し/せ 
しけゃきっと., おけきくぇすに ういけかうさ., かけょあうは. 
『. 2470 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 
1/2, 50,4/26/10, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
おけきく. ういけか., ぉ/ぉ. 『. 1200 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 《せさきぇくけゃぇ, 
111, 12/16, こぇくっかぬ, 64/40/9, ょゃぇ し/せ, 
ょゃっ かけょあうう. 『. 3600 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 16, 4/5, おうさこうつ, 
58,2/38,2/10, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 2500 す.さ.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 21, 4/5, おうさこうつ, 
せ/こ, 62/40/7,4, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは, しっえそ-ょゃっさぬ, ぉっい さっきけくすぇ. ]さけつ-
くけ. 『. 2100 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 9/9, こぇくっかぬ, 
せ/こ, 63/39,3/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは. 『. 2400 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12┿, 4/5, おうさこうつ, 
63/39,6/7,7, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 
いぇしすっおかっくぇ. 『. 2600 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 
2, 1/3, こぇくっかぬ, 61,2/45,3/6, ぉ/ぉ, ねかっお-
すさけこかうすに, たけさ. さっきけくす. 『. 1650 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 
2, 1/3, こぇくっかぬ, 61,2/45,3/6, し/せ さぇい-
ょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 1650 す.さ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 1/9, こぇくっかぬ, 
63,1/39,8/8,2, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 2450 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 5/9, こぇくっかぬ, 
62,9/42/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 
いぇしすっおかっくぇ. 『. 2550 す.さ.
• せか. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 5, 3/5, こぇ-
くっかぬ, 51,5/37,7/6,3, し/せ さぇいょっかぬくにえ. 
『. 2100 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, つ/こ, 3/5, おうさこ., 
83,7/47,7/9, しけゃきっとっくぇ 1-おけきく. う 
2-おけきく. おゃぇさすうさに, 2 し/せ (1 し ょせてっ-
ゃけえ, 2-え し ゃぇくくけえ), ぉぇかおけく, かけょあうは. 
『. 3600 す.さ.
• せか. 』ぇこぇっゃぇ, 36, 1/3, おうさこうつ, 
77,5/46/10, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ., 
すっかっそけく, ゃにしけすぇ こけすけかおけゃ 3,20 き. 
『. 2200 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 1/5, こぇくっかぬ, 
80/55/8, し/せ しけゃきっとっく, かけょあうは, ぉぇか-
おけく, たけさけてうえ さっきけくす. 『. 3600 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 2/9, こぇくっかぬ, 
78/53/9, し/せ さぇいょっか., おけきくぇすに ういけ-
かうさ., かけょあうは. 『. 3200 す.さ.
╃けきぇ
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶さけっいあぇは, 
55┿, ょっさっゃはく., 36/27/6, 3 おけきくぇすに 
ういけかうさ., おせたくは, ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
せつぇしすけお 9,12 しけす. さぇいさぇぉけすぇく, つ/こ. 
『. 2900 す.さ.
• ╊けしうくおぇ, こけし. ╆っかっくにえ ╃けか, 43,8 
き2, 20 しけすけお, しおゃぇあうくぇ, こっつくけっ けすけ-
こかっくうっ. 『. 1200 す.さ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 2 ねすぇあぇ (1-え 
ねすぇあ ちけおけかぬくにえ), 74 き2, ゅぇい, ゃけょぇ 
ちっくすさぇかぬくぇは, し/せ ゃ ょけきっ, 11,5 しけすおう. 
『. 3200 す.さ.

• せか. ╋うつせさうくぇ, ょっさっゃはくくにえ, 
38/28,9/5,5, ょゃっ おけきくぇすに, おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, せつぇしすけお 6,5 しけすおう. [ぇししきけ-
すさうき ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ くぇ 1-おけきく. 
おゃ. ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき. 『. 2100 す.さ.
• せか. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, あうかけえ, ょっ-
さっゃはくくにえ, 45 き2, ゅぇいけゃけっ けすけこかっくうっ, 
ゃけょぇ さはょけき, せつ-お 8 しけす. 『. 1960 す.さ.
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, ょっさっゃはく., 15 き2, 
こけょ しくけし, いっき. せつ-お 6 しけす. 『. 1550 す.さ.
• せか. ‶. ╋けさけいけゃぇ, ょっさっゃ., 45 き2, 3 
おけきくぇすに, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは, ゃけょぇ, 
し/せ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, せつ-お 6 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 2450 す.さ.
• せか. ╂けさくはおけゃ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 55 
き2, 4 おけきくぇすに, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ, せつ. 9 しけす. 『. 3500 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 『ゃっすけつ-
くぇは, 2-ねすぇあくにえ, 3 おけきくぇすに, 92 き2, 
ぉさせし, せすっこかうすっかぬ, しぇえょうくゅ, 2007 ゅ.こ., 
せつ-お 9,8 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 4100 す.さ.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
42 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ, 6,69 しけす. 
いっきかう. 『. 1600 す.さ.
• せか. ╋けかけょひあくぇは, ょっさっゃはくくにえ, 
50,4/38 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 6,85 しけす. 
いっきかう. 『. 2060 す.さ.
• せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, ょっさっゃはくくにえ, 
52,9/38,2/8,7 き2, 3 おけきくぇすに, いっき. 
せつぇしすけお 6,28 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは. 
『. 2400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃはくくにえ, あうかけえ, 
2000 ゅ. こけしすさけえおう, 72,5 き2 + きぇく-
しぇさょぇ, こっつ. けすけこかっくうっ, こっさしこっおすうゃぇ 
こけょおかのつっくうは ゅぇいぇ, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
くぇょゃけさくにっ こけしすさけえおう, 11,17 しけす., 
さぇいさぇぉけすぇく, ょけ ゃけょけひきぇ 600 き. 『. 
2100 す.さ. 
• せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, ぉさっゃっくつぇすにえ, 57 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 2 すっこかうちに, 12 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 2700 す.さ.
• せか. 】けさしぇ, てかぇおけいぇかうゃくけえ ょけき + 
ぉかけお, 60 き2, 4 おけきくぇすに, おせたくは, し/せ ゃ 
ょけきっ, ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, ゅぇいけゃけっ けすけ-
こかっくうっ, ゅけさはつぇは ゃけょぇ, せつぇしすけお 6 しけ-
すけお. 『. 3500 す.さ.
′っょけしすさけえ
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, おけさけぉおぇ 
2-ねすぇあくぇは こけょ おさにてっえ, けおくぇ こかぇしすうお, 
ゅぇい さはょけき, 14 しけすけお. 『. 4100 す.さ.
〉つぇしすおう
• こけし. ╋けくっすくにえ, ]′〈 "╀っさっいおぇ" 
わ81, ょゃぇ いっき. せつ-おぇ, S – 21 しけす., ょけ-
きうお, ぉっしっょおぇ, ぉぇくは. 『. 550 す.さ.
• ]‶¨ わ126 "《ぇいっくょぇ", 7,68 しけす. 『. 
280 す.さ.
• せつ-お し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 
しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょに
• ]‶¨ "』っさっきてぇくおぇ", しぇょ. せつ-お 
11,14 しけす. 『. 550 す.さ.
• こけし. 【うかけゃおぇ, しぇょ わ35, いっき. せつ-お 
3 しけすおう, かっすくうえ ょけき, ぉぇくは, ゃけょぇ. 『. 
440 す.さ.
• さ-く ╋けくっすくにえ, おけか. しぇょ わ20, しさせぉ, 
ぉさっゃくけ 6*3, ねかっおすさうつっしすゃけ, 5,5 しけすおう. 
『. 200 す.さ.
• おけか. しぇょ わ34, かっすくうえ ょけきうお, 3,5 
しけすおう, かっすくうえ ゃけょけこさけゃけょ. 『. 500 す.さ.
• さ-く 〈ぁ『, おけか. しぇょ 100"┿", しぇょ. せつ-お 
7 しけす., ょけき 2-ねすぇあくにえ くっいぇゃっさてっく-
くけゅけ しすさけうすっかぬしすゃぇ うい すゃうく ぉかけおけゃ 
11*8. 『. 2000 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 
しぇょけゃにえ せつぇしすけお, 7 しけす. 『. 300 す.さ.
• さ-く ╃¨]┿┿《, お/し,  わ6, 5,5 しけす., しぇょけ-
ゃにえ ょけきうお 6 き2, ょゃっ すっこかうちに. 『. 480 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, おけか. しぇょ  わ38, 4 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, ゃけょけひき, せつぇ-
しすけお さぇいさぇぉけすぇく. 『. 850 す.さ.
• こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, ]‶¨ "《ぇ-
いっくょぇ" わ126, 744 き2, かっすくうえ ょけき 
う ぉぇくは うい ぉさせしぇ こけょ おさにてっえ, くっょけ-
しすさけえ, つ/こ. 『. 650 す.さ.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, おけか. しぇょ, し/す "╋っ-
ょうお-2", せつ. 4 しけす., ょけき 30 き2, し きぇくしぇさ-
ょけえ, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 『. 700 す.さ.
╂ぇさぇあう
• おぇこうすぇかぬくにえ ゅぇさぇあ, さ-く ]けしくけゃにえ 
ぉけさ. 『. 380 す.さ.

╁くうきぇくうっ!
╇いきっくうかけしぬ さぇしこうしぇくうっ けそうしぇ 

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿.
╁ ぉせょくうっ ょくう さぇぉけすぇっき ょけ 1900.

]せぉぉけすぇ し 1000 ょけ 1300.

[╄╉╊┿╋┿

]さけつくけ おせこかの 
1-おけきく. おゃぇさすうさせ.

〈っか. 8-908-90-30-722

╆っき. せつ-おう こけょ ╇╅] 
ゃ 1-けえ けつっさっょう おけすすっょあ. 
こけしっかおぇ "]すぇくけゃかはくおぇ" 

けす しけぉしすゃっくくうおぇ 
〈っか. 8-963-04-10-718

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう 
ゃ こ. "]っさっぉさはくぇは さっつおぇ" 

8-963-04-10-718

′けゃにっ おゃぇさすうさに けす 38 す.さ./き2 ゃ ′╀‶
2-おけきく. おゃ. 93 き2

3-おけきく. おゃ. 101 き2-118 き2

8-908-90-30-722

2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに ゃ しすさけは-
とっきしは ょけきっ こけ せか. ]こけさすうゃくぇは, 8, 

くぇ 4, 5, 6, 7, 9-た ねすぇあぇた.

[ぇししきけすさうき ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ.



╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ., こ. 【うかけゃおぇ. 〈っか. 8-965-
53-33-270.
• 1-, 2-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ ゃぇさう-
ぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• ょけき うかう こさっょかけあせ ゃぇさうぇくすに けぉきっ-
くぇ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• しぇょ, いっき. せつぇしすおう うかう こさっょかけあせ ゃぇ-
さうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
╋╄′ぅぃ
• 1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 
おうさこうつ, 3/5, ょけき こけしかっ おぇこ. さっきけく-
すぇ, 31/18/6, くぇ いっき. せつ-お ゃ ちっくすさっ 
ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ, きけあくけ し ょけきうおけき. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
• おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけと. けすょ., 19 
き2, くぇ いっき. せつ-お ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈っか. 
8-922-13-18-399.

╉せこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく 
かのぉけえ しかけあくけしすう.

‶さうゃぇすういぇちうは いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ.

╉〉‶╊ぃ

‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 16, 5/5, 31/17/6, 
くけゃにっ つせゅせくくにっ ぉぇすぇさっう, こかぇしすうお. 
けおくぇ, くけゃぇは しぇくすったくうおぇ. 『. 1570 す.さ.  
╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. せ/こ.
• ゅ. ┿しぉっしす, せか. ╁. ╃けかけくうくぇ, 2/2, 
おうさこ., 30/16/6,6, ねか. こかうすぇ. 『. 350 
す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 16, おうさこうつ, 5/5, 
30/17/6, こかぇしすうお. けおくぇ, こけきっくはくに 
ぉぇすぇさっう. 『. 1550 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 
2-おけきく. おゃ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]かぇゃはくしおぇは, 
42, 1/2, おうさこうつ, "たさせと.". 『. 1750 す.さ.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 4, 3,5 こぇくっかぬ, 
43/29/7, しけしすけはくうっ たけさ. 『. 1900 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 5┿, 
おうさこうつ, 45/30/6, すうすぇく. ′っょけさけゅけ. 
╁けいきけあくぇ こさけょぇあぇ こけ うこけすっおっ うかう 
しっさすうそうおぇすせ.
• せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 10, 2/2, ょっさっゃ., 
ゃ たけさ. しけしすけはくうう. 『. 750 す.さ. ╁けい-
きけあくぇ うこけすっおぇ.
• せか. ┿くせつうくぇ, 3, 41/26/6, 4/4, おけきく. 
ういけか., ぉぇかおけく. 『. 1700 す.さ. ╇かう きっくはの 
くぇ 1-おけきく. おゃ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 26, おうさこうつ, 3/5, 
57/37/6. 『. 2350 す.さ.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 28, 2/2, しすっおかけこぇ-
おっすに, 58/38/8, 2 ぉぇかおけくぇ. 『. 1960 す.さ.
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 2, 3/10, おうさこ., 
76/47/10, しこっちこさけっおす, こかぇしす. けおくぇ. 
『. 3300 す.さ. 〈けさゅ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, こぇくっかぬ, 7/9, 
64/41/8,5, かけょあうは いぇしすっおかっくぇ, 
こかぇしす. けおくぇ, しっえそ-ょゃっさう. 『. 2500 
す.さ. 〈けさゅ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23┿, せ/こ, 2/3, おうさこうつ, 66 き2, ぉぇかおけく, 
しゃけは こぇさおけゃおぇ. 『. 2320 す.さ.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 2/3, 
おうさこうつ, せ/こ, 2 ぉぇかおけくぇ, 83/52/10,5. 
′っょけさけゅけ. ╁けいきけあくぇ こさけょぇあぇ こけ しっさ-
すうそうおぇすせ.

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ 
くっょゃうあうきけしすう,

ゃ すけき つうしかっ けぉくぇかうつうゃぇくうっ 
しっさすうそうおぇすけゃ, さぇぉけすぇ し 

きぇすっさうくしおうき おぇこうすぇかけき. 
╉けくしせかぬすぇちうう ぉっしこかぇすくけ.

╃けきぇ
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, 35 き2, 
ょっさっゃ., 14 しけすけお, ぉぇくは くけゃぇは, ゅぇい こけ 
せかうちっ. 『. 1800 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ‶けかっゃぇは, 50 き2, 
ょっさっゃ., 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃっく. 
『. 1000 す.さ.
• せか. 】けさしぇ, 35 き2, 6 しけす., おけききせくう-
おぇちうう こけ せかうちっ. 『. 1500 す.さ.
• こ. ╀っいさっつくにえ (6 おき けす ╊けしうくおう), 
ょっさっゃ., 44,3 き2, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 
20 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ.
• せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, くけゃにえ, ょっさっゃ., 54 
き2, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ, くけゃぇは ぉぇくは, ゃに-
ゅさっぉくぇは はきぇ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 3200 す.さ. 〈けさゅ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさ. ょけき 24 き2, けすけこか. こっつくけっ, ねか-
ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 15,4 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 1500 す.さ. 〈けさゅ. 
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉくぇは, ょっ-
さっゃ., ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 13 しけす., せつ-お 
てうさけおうえ, せょけぉっく ょかは しすさけうすっかぬしすゃぇ, 
せかうちぇ ぇしそぇかぬすうさけゃぇくぇ. 『. 3000 す.さ.

]さけつくにえ ゃにおせこ 1-, 2-おけきく. おゃ., 
ぉにしすさにえ さぇしつっす. 

〈っか. 8-965-53-33-270.

╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ ゃ けぉとっあうすうう.
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ 
きおさく. ][¨』′¨.
• 1-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ けぉきっく.
• 2-おけきく. おゃ., ]けゃ. きおさく, ′╀‶.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 12, 5/5, 34/15/8, 
たけさ. さっきけくす, おせた. ゅぇさくうすせさ, こさうしす. 
きっぉっかぬ ゃ おけきくぇすっ. 『. 1680 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 45/31/6, くけゃ. 
ゅぇい. おけかけくおぇ. 『. 1780 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, 60/42/6.
• せか. ╉けしにた, 6, 1/5, 52/38/6.
• せか. ╊っくうくぇ, 46, 2/3, 64/43/6,5, し 
さっきけくすけき. 『. 2550 す.さ. ╇かう けぉきっく 
くぇ 1-おけきく. おゃ.
╃けきぇ
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╋. ╂けさぬおけ-
ゅけ, 34 き2, くけゃぇは ぉぇくは, せつ-お 10 しけす., 
しおゃぇあうくぇ. 『. 2500 す.さ. [ぇししきけすさの 
けぉきっく.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, ぉさせし, 80 き2, 3 おけき-
くぇすに, おせたくは, ぉぇくは,  せつ-お 13 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく. 『. 3600 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 175 き2, せつ-お 
8 しけす. ゃ しけぉ. 『. 5800 す.さ. 〈けさゅ. [ぇし-
しきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
•  せか. ╆っきかはくうつくぇは, おうさこうつ, 3 ねす., S – 
600 き2, せつ-お 15 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ. 
『. 16 きかく. させぉ. 〈けさゅ.
]ぇょに
• こ. 【うかけゃおぇ, 5,5 しけす., かっすくうえ ょけ-
きうお,  ぉさっゃ. ぉぇくは, すっこかうちぇ. [はょけき 
きっしすけ ょかは おせこぇくうは. 『. 800 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, 18 き2, 3た6.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, けゃけとく. はきぇ.
• こ. ╉うさけゃしおうえ, 6た4, こかうすに, けゃけと. 
はきぇ, ねか-ゃけ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 8-912-22-
19-767.
′っょけしすさけえ
• せか. ‶っしけつくぇは, 240 き2, くっょけしすさ. 
おけすすっょあ うい こっくけぉかけおぇ, けぉかけあっく 
おうさこうつけき, ちけおけかぬくにえ ねすぇあ (ゃにしけすぇ 
2,5 き) + 2 あうかにた ねすぇあぇ, こっさっおさにすうっ 
– あ/ぉ こかうすに, おさにてぇ うい きっすぇかかけつっ-
さっこうちに, 9 しけすけお, ゅぇさぇあ 4た10 し こけょ-
おかのつ. ねか-ゃぇ 380 ╁, そせくょぇきっくす こけょ 
ぉぇくの 5た12, ゃしっ ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 『. 
4300 す.さ. [ぇししきけすさの けぉきっく. 〈けさゅ.

せか. ┿くせつうくぇ, ょけき 2 
すっか. 4-12-36,

89049894877, 89506565476, 
89222123024, 89533861537

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠ ′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «『╄′〈[»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 6ぇ,
けそうし 3.

〈っか. 4-91-29,
8-912-29-64-607

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ くっょゃうあうきけ-
しすう: おせこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく,
 ぉっしこかぇすくにっ おけくしせかぬすぇちうう, 

せしかせゅう くっいぇゃうしうきけゅけ けちっくとうおぇ.

•  2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22, 
せ/こ, 54 き2 う 2-おけきく. おゃ., せか. ]こけさすうゃ-
くぇは, 4, 44/27/7 くぇ ょけき. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ 
けすょ., 12, 19 き2, 1/3, し ぉぇかおけくけき. 『. 
760 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• おけきくぇすせ ゃ 4-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ, せか. ╀ぇさょうくぇ, 1, 1/5, S – 11, 2 き2. 
『. 780 す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• 2 おけきくぇすに ゃ 3 おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 10, 
ういけかうさ., 12 き2 う 20 き2. 『. 1350 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╋うつせさうくぇ, 
206, おうさこうつ, 5/5, しけしす. たけさ., 32/18/6, 
ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1850 す.さ. 〈っか. 
8-912-64-98-029.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 1, こぇくっかぬ, 1/5, 31 
き2, しすっおかけこぇおっすに. 『. 1500 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 3, こぇくっかぬ, 
27/14/7, 1 ねすぇあ. 『. 1300 す.さ., ょけ-
おせきっくすに ゅけすけゃに, つうしすぇは こさけょぇあぇ. 
〈っか. 8-965-53-33-270.
• せか. 【うかけゃしおぇは, 21, おうさこうつ, 4/5, 
31/18/6, せ/こ, つ/こ. 『. 1600 す.さ. 〈っか. 
8-965-53-33-270.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 15, 
3/5, 32/18/6, おうさこうつ, せ/こ. 『. 1070 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• こけし. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 10, 1/2, 
せ/こ, ぉぇかおけく. 『. 1750 す.さ. ╁けいきけあっく 
けぉきっく. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 11, おうさこうつ, 
2/2, 40 き2, おぇこ. さっきけくす ょけきぇ 2009 
ゅ. 『. 1450 す.さ., つ.こ. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• こ. ╊っくうくしおうえ, 16, ょっさっゃ. ょけき, ぉかぇ-
ゅけせしすさ., 40 き2, おけきく. ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっかぬくにえ. 『. 850 す.さ. 〈っか. 8-922-
13-18-399.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╋けかけょっあくぇは, 2, 
2/4, 59/29/9,5. 『. 1550 す.さ. 〈けさゅ. 
〈っか. 8-912-64-98-029.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1, 72/48/10, 3/5, 
しこっち. こさけっおす, ねさおっさ くぇ 3 けおくぇ, ぉぇか-
おけく 10 き. 『. 2700 す.さ. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4, 1/5, せ/こ, こ/
かけょあうは, 49/30/8,5. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こけし. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, 40 
き2, ょっさっゃけ, せか. ‶けつすけゃぇは, 2, 2/2, こっつ. 
けすけこか. 『. 400 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, 1/5, おうさこうつ, 
45/30/6, おけきく. ういけか., しけしす. けすか., しすっおかけ-
こぇお., し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけくぇ, つ/こ. 『. 
2050 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703. 
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに

• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6┿, 6/7, 
101/63/11, しこっちこさけっおす, し/せ しけゃきっ-
とっく, 9 き2, すっこかにえ こけか, けすかうつくにえ 
さっきけくす, ょゃっ かけょあうう. 『. 5200 す.さ. 
〈っか. 8-922-13-18-399.
• こけし. ╋けくっすくにえ, こ. ╋けかけょっあくにえ, せか. 
‶けつすけゃぇは, 2, 51 き2, 1/2, ょっさっゃけ, こっつ. 
けすけこか. 『. 500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╃けきぇ
• こ. ╀╆]╉, おゃぇさすうさくけゅけ すうこぇ, こぇ-
くっかぬ, 2 おけきくぇすに + おせたくは, し/せ しけ-
ゃきっと., ゅぇいけゃけっ けすけこかっくうっ, 46 き2, 2 
しけす. いっきかう. 『. 2100 す.さ. 〈っか. 8-912-
64-98-029.
• こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 2 ゃたけょぇ, 3 
おけきくぇすに, 2 おせたくう, 2 しぇくせいかぇ, せつ-お 
12 しけす., ぉぇくは, ゅぇさぇあ, くぇょゃけさくにっ こけ-
しすさけえおう. 『. 4500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• こけし. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╋っぉっかぬ-
とうおけゃ, ょっさっゃ., 3 おけきくぇすに + おせたくは, 
ぉかぇゅけせしすさ., ぉぇくは, 6,7 しけすおう ゃ しけぉしすゃ. 
さぇいさぇぉけすぇくに, こさうしすさけえ こけょ おさにてっえ 
う こ/ぉ ぉっい ゃくせすさ. けすょっかおう, 30 き2. 『. 
3100 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, ょっさっゃ., 60 き2, 3 
おけき. + おせたくは, ゃけょぇ う ゅぇい ゃ ょけきっ, 20 
しけす. 『. 3150 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-
399, 8-912-64-98-029.
• 1/2 ょけきぇ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 1 お. + 
おせたくは, ょっさっゃ., くけゃにっ ぉぇくは う ゅぇさぇあ, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 8 しけす. 
『. 1100 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.

¨ちっくおぇ くっょゃうあうきけしすう, 
ゅけすけゃくけしすぬ 1 ょっくぬ. 

〈っか. 8-912-26-70-758.

せか. ]けかくっつくぇは
′けゃにえ ょけき うい ぉさせしぇ, 231 き2, ぉっい 
ゃくせすさっく. けすょ., こかぇしすうお. けおくぇ, ちけ-
おけかぬくにえ ねすぇあ こっさっおさにす こかうすぇきう, 
ゃにしけすぇ 3,5 き, こけか いぇかうゃくけえ, ゅぇい, 
ゃけょぇ, ね/ね-380╁, きぇくしぇさょぇ, おさにてぇ 
きっすぇかかけこさけそうかぬ, 8 しけす. いっきかう, 
ぉぇくは. ╁しっ ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 3500 す.さ.
〈っか. 8-912-26-70-758.

せつ-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, おけききせくうおぇちうう 

こけ せかうちっ. 『. 1900 す.さ.
〈っか. 8-912-26-70-758.
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┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 1 
すっか. 4-11-45

ÎÎÎ ”ÊÎÌÔÎÐÒ”
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]けこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
しけしすぇゃかっくうっ ょけゅけゃけさけゃ 

かのぉけえ しかけあくけしすう.

′っあうかけっ こけきっとっくうっ
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 》けたさはおけゃぇ, 72, 
ちけおけかぬくにえ ねすぇあ 230 き2 (ぉっい ゃくせ-
すさっく. けすょ.), ゃたけょくぇは ゅさせここぇ 40 き2, 
ね/ね – 380╁. 『. 8500 す.さ.

1 ゅぇ けゅけさけあっく あ/ぉ いぇぉけさけき, 
ゃけいきけあっく こけょゃけょ あ/ょ こせすっえ, 
せつぇしすけお けすしにこぇく しおぇかぬくにき 
ゅさせくすけき.

〉つ-お こけょ こさけき. けぉなっおす, 4,7 ゅぇ, 
こ. ╊っくうくしおうえ, ゃけいきけあっく こけょ-
ゃけょ あ/ょ こせすっえ. 

8-912-26-70-758.

1-, 2-, 3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに, 
おけきくぇすに, いっきっかぬくにっ せつぇしすおう. 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12┿, 60/39,3/7,5, 1/5, 
おうさこ., かけょあうは. 『. 2350 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

8-904-38-38-387
8-950-54-04-651
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ん
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• 1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, せか. [せょ-
くうつくぇは, ょっさっゃ., 86 ゅ. こけしすさけえおう, 2 
ねすぇあ くっょけしすさ., こっつく. けすけこか., しおゃぇ-
あうくぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 
15 しけす., 7 ゃ しけぉしすゃ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, ょっ-
さっゃはく., けぉかけあっく おうさこ., 1 ねすぇあ 100 
き2, 2 ねすぇあ ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇゅけせしすさけ-
っく., ゅけしすっゃけえ ょけきうお, ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 
2 きぇてうくに, 15 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 4000 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• せか. ]すさけうすっかっえ, ょっさっゃ., 50 き2, 2 
おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ しけ-
ゃきっと., しすっおかけこぇお., 7 しけす., ぉぇくは, くぇょ-
ゃけさ. こけしすさけえおう. 『. 2550 す.さ. ‶さけょぇき 
うかう けぉきっく. 〈っか. 8-922-13-18-399.
╉けすすっょあう
• せか. ╁けさけすくうおけゃぇ, くけゃにえ, ぉかけお 
けぉてうす おうさこ., ぉかぇゅけせしすさけっく, 98 き2, 
ょゃせたねすぇあ., くけゃぇは ぉぇくは, 6 しけす. 『. 
5400 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ぉかけお けぉてうす しぇえ-
ょうくゅけき, 110 き2, 2-ねすぇあくにえ, ゅけすけゃ お 
こさけあうゃぇくうの, ぉぇくは, かぇくょてぇそすくにえ 
ょういぇえく, 6 しけす. 『. 6500 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 93/62/9, おうさこうつ, 
4 おけきくぇすに う おせたくは, すっこかにえ こけょ-
ゃぇか こけょ ゃしっき ょけきけき し けすょ. ゃたけょけき, 
ぉけかぬてけえ ゅぇさぇあ, こさけしすけさくにえ ょゃけさ し 
ょゃせきは ゃけさけすぇきう, せつ-お 11 しけす., そせく-
ょぇきっくす こけょ ぉぇくの. 『. 6500 す.さ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ぉかけお, 180 き2, 
2 ねすぇあぇ, ぉかぇゅけせしすさ., 10 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇくうの. 『けおけかぬ 
こけょ ゃしっき ょけきけき. 『. 6500 す.さ. 〈けさゅ.
〈っか. 8-902-27-83-703.
]ぇょに
• お/し "』うしすにっ こさせょに", 11 しけす. ゃ しけぉ-
しすゃっくくけしすう. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-902-27-
83-703.
• こ. ╇いけこかうす, お/し, ょけき ぉかぇゅけせしすさ., 6 
しけす. 『. 1800 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. 【うかけゃおぇ, お/し わ89 "′うゃぇ", ょっ-
さっゃ. 2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, しおゃぇあう-
くぇ, こさけゃけょはす ゅぇい, 6 しけす. [はょけき かっし, 
ゃけょけっき. ╁けいきけあくけしすぬ こさけこうしおう. 『. 
950 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ17, しぇょ. せつぇ-
しすけお, 2,5 しけすおう, さぇいさぇぉけすぇく, っしすぬ 
すっこかうちぇ う しぇさぇえ. 『. 70 す.さ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• 44 おゃぇさすぇか, しぇょ こかけょけくけしはとうえ, 
5,7 しけすおう, せ ゃけょに, ょけさけゅぇ たけさけてぇは. 
『. 550 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.  
• さ-く 【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, おけか. しぇょ 
ゃ ゅけさけょしお. つっさすっ, 4,7 しけす. [ぇいさぇ-
ぉけすぇくくにえ, こかけょけくけしはとうえ, ぉぇくは, 
おけきく. けすょにたぇ し ぉぇかおけくけき, ぉっしっょおぇ, 
すっこかうちぇ, ゃけょぇ, しゃっす, けすょ. ゃたけょ, くぇ-
おけこうす. っきおけしすぬ ょかは こけかうゃぇ. 『. 500 
す.さ. 〈っか. 8-912-64-98-029.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, お/し わ62, ょけき かっすくうえ, 
2 ねすぇあぇ, 10 しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ゃけょぇ, ねか-
ゃけ, ゃけょけっき う かっし くぇ ゅさぇくうちっ せつ-おぇ. 『. 
500 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ10, せ-お せゅけか 
〈せこうおけゃけえ, ょけきうお し こっつくにき けすけこかっ-
くうっき, いっきかは さぇいさぇぉけすぇくぇ. 『. 600 す.さ. 
〈っか. 8-902-27-83-703.
〉つぇしすおう
• せか. ╉うさけゃぇ, 9,5 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ さはょけき, 
ゃっすたうえ ょけき. 『. 1600 す.さ. 〈っか. 8-922-
13-18-399.
• せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 8,5 しけす., ぉっい 
こけしすさけっお, おけききせくうおぇちうう こけ せかうちっ. 
『. 1400 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
• さ-く ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╃させあうく-
くうおけゃ, 7 しけす., そせくょぇきっくす, ゃしっ おけき-
きせくうおぇちうう. 『. 1600 す.さ. 〈けさゅ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• こ. 【うかけゃおぇ, 5 ゅぇ, ゃ ╇╅] こっさっゃっょっく. 
8-902-27-83-703.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
ぉかうあっ お かっしせ, 10 しけす., そせくょぇきっくす, 
しおゃぇあうくぇ. 『. 1100 す.さ. うかう けぉきっく 
くぇ  おゃぇさすうさせ ゃ こけし. ╋けくっすくにえ. 〈っか. 
8-902-27-83-703.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けかくっつくぇは, 10 
しけす. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 8-965-53-33-270.
• 44 おゃぇさすぇか, ねかうす. しぇょ. せつぇしすけお, あう-
ゃけこうしくけっ きっしすけ, 10 しけす. 『. 700 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╂ぇさぇあう
• せか. ]すさけうすっかっえ, ゃ さ-くっ さにくおぇ. 〈っか. 
8-965-53-33-270.
• ぉけおし いぇ すせぉょうしこぇくしっさけき, おぇこう-
すぇかぬくにえ, 29 き2, ねか-ゃけ. 『. 350 す.さ. 
〈っか. 8-965-53-33-270.
• 2 ゅぇさぇあく. ぉけおしぇ, こけ 30 き2 おぇあょにえ, 
ゃにしけおうっ, けゃけとく. はきに, うい ぉっすけくぇ, 2 
ゃなっいょぇ, しゃっす. 『. 180 す.さ. う 240 す.さ. 
〈っか. 8-912-64-98-029.

• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさ. ょけき 24 き2, けすけこか. こっつくけっ, ねか-
ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 15,4 しけす. ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすう. 『. 1500 す.さ. 〈けさゅ.

• せか. 【おけかぬくうおけゃ, 35 き2, ゅぇい, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, 12 しけす. ゃ しけぉしす. 『. 1700 す.さ.
• くけゃにえ ょけき, こけし. ╉うさけゃしおうえ, ゃ 
おけすすっょあくけき ゅけさけょおっ. 230 き2, ゅぇい, 
ゃけょぇ, ゃしっ おけききせくうおぇちうう いぇゃっょっくに ゃ 
ょけき,  18 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは. 『. 4900 す.さ.
╉けすすっょあう
• せか. ‶うけくっさしおぇは (ゅけすけゃくけしすぬ 80%), 
S – 500 き2, こけょゃぇか, ゅぇい, ゃけょぇ, ねかっお-
すさうつっしすゃけ 380 ╁, ゃにゅさっぉくぇは はきぇ.
》けい. ぉかけお: S – 150 き2, すっこかにえ ゅぇ-
さぇあ 4た6, ぉかぇゅけせしすさけっくくぇは ゅけしすっゃぇは 
おゃぇさすうさぇ (ゅけすけゃぇは お こさけあうゃぇくうの), 
ぉぇくは, 13,8 しけすおう ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 
『. 18000 す.さ.
• せか. ╃けぉさけかのぉけゃぇ, おうさこうつ, 3 ねすぇあぇ 
+ ちけおけかぬ, 260 き2, 2 しぇくせいかぇ, すっこかにっ 
こけかに, いうきくうえ しぇょ, ぉぇくは 4た5, ゅぇさぇあ 
くぇ 2 ぇゃすけ, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かぇくょ-
てぇそすくにえ ょういぇえく, しゃけは ねかっおすさけしすぇく-
ちうは. 『. 11000 す.さ.
]ぇょに

• お/し わ26, 3 しけすおう + 6 しけすけお こけょ 
おぇさすけておせ, ょけき 2-ねす., 60 き2, おさせゅかはお, 
ねか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, さはょけき かっし, ゃけょけ-
っき, 2 すっこかうちに こ/おぇさぉけく. 『. 1200 す.さ.
• こ. ]ぇょけゃにえ ╉さぇしくけゅゃぇさょっえしおうえ, 8 
しけすけお いっきかう. 
• おけか. しぇょ "‶ぇくけさぇきぇ", S – 60 き2, 2 
ねすぇあぇ, おうさこうつ + ょっさっゃけ, ねか-ゃけ, ゃけ-
ょけこさけゃけょ, かっすくはは ぉっしっょおぇ, ゃっさぇくょぇ, 
ぉぇくは, 5 しけすけお ゃ しけぉしすゃっく., けおけかけ 
こさせょぇ. 『. 1300 す.さ.
〉つぇしすおう
• さ-く 『っくすさ ¨さょあけくうおうょいっ, 8 しけすけお 
いっきかう ゃ しけぉしすゃ., おけききせくうおぇちうう こけ 
せかうちっ. 『. 1600 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 8 しけす. いっきかう. 『. 750 す.さ.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╆ぇさっつくぇは, 12 しけ-
すけお ゃ しけぉしす. 『. 900 す.さ.
• せか. ╆うきくはは, くっょけしすさけえ, S – 9た15 
き2, ちけお. ねす., こっさっおさにす こかうすぇきう, 10,5 
しけす. ゃ しけぉ-すう, おけききせくうお. こけ せかうちっ. 
『. 2900 す.さ. ╇かう きっくはの.
′っあうかにっ こけきっとっくうは

• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ, 59, こけょ 
きぇゅぇいうく, そっさきっさしおけっ たけいはえしすゃけ, 
おうさこ., S – 246 き2, せつ. 18 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 4100 す.さ.
• すせさぉぇいぇ "╉せさぬう", ゅ. ]せたけえ ╊けゅ, 110 
おき けす ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, 18 しけす. いっき., 
3 ゅぇ ゃ ぇさっくょっ, 2 おけさこせしぇ こけ 70 き2, 
VIP-ょけき し おぇきうくけき, ぉぇくは, ぉっしっょおぇ 
くぇ 20 つっかけゃっお. 『. 4100 す.さ.
• ╀╋╃╉, 300 き2, うかう しょぇき ゃ ぇさっくょせ. 
(150 させぉ. いぇ 1 き2).
╂ぇさぇあう
• ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, さ-く ┿ゃすけしすぇくちうう, 25 
き2, けゃけと. はきぇ しせたぇは, ねか-ゃけ. 『. 130 す.さ.
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КАК ЕВГЕНИЙ ПИСЦОВ 
ЗА БЛАГОДАТНЫМ ОГНEМ ЛЕТАЛ

′ぇ こさけすはあっ-
くうう ぉっい きぇかけゅけ 
ょゃせた すにしはつ かっす 
‶さぇゃけしかぇゃくにっ 
たさうしすうぇくっ う 
こさっょしすぇゃうすっかう 
ょさせゅうた たさうしすう-
ぇくしおうた ょっくけきう-
くぇちうえ ゃしすさっつぇのす 
しゃけえ ゃっかうつぇえてうえ 
こさぇいょくうお − ╁けし-
おさっしっくうっ 》さう-
しすけゃけ (‶ぇしたせ) 
ゃ たさぇきっ ╂さけぉぇ 
╂けしこけょくは (╁けし-
おさっしっくうは) ゃ ╇っ-
させしぇかうきっ. ╁ ねすけえ 
ゃっかうつぇえてっえ ょかは 
たさうしすうぇく しゃは-
すにくっ くぇたけょうすしは 
╂さけぉ, ゅょっ ぉにか こけ-
ゅさっぉひく, ぇ いぇすっき 
ゃけしおさっし 》さうしすけし. 

╀かぇゅけょぇば すくにえ 
けゅけばくぬ うかう ]ゃはすけばえ ]ゃっす — けゅけくぬ, ゃにくけしうきにえ うい ╂さけぉぇ 
╂けしこけょくは くぇ しこっちうぇかぬくけき ぉけゅけしかせあっくうう, しけゃっさてぇの-
とっきしは ゃ ╁っかうおせの しせぉぉけすせ, くぇおぇくせくっ こさぇゃけしかぇゃくけえ ‶ぇし-
たう ゃ たさぇきっ ╁けしおさっしっくうは 》さうしすけゃぇ ゃ ╇っさせしぇかうきっ. ╁にくけし 
]ゃはすけゅけ ]ゃっすぇ しうきゃけかういうさせっす ゃにたけょ うい ╂さけぉぇ ]ゃっすぇ ╇し-
すうくくけゅけ, すけ っしすぬ ゃけしおさっしてっゅけ ╇うしせしぇ 》さうしすぇ.

╁ 》さぇきっ ╂さけぉぇ ╂けしこけょくは くぇつうくぇのす しけぉうさぇすぬしは こぇ-
かけきくうおう, あっかぇのとうっ しゃけうきう ゅかぇいぇきう せゃうょっすぬ したけあょっ-
くうっ ╀かぇゅけょぇすくけゅけ ¨ゅくは. ]さっょう こさうしせすしすゃせのとうた ゃしっゅょぇ 
きくけゅけ うくけしかぇゃくにた たさうしすうぇく, きせしせかぬきぇく, ぇすっうしすけゃ, いぇ 
ちっさっきけくうっえ しかっょうす っゃさっえしおぇは こけかうちうは. ╁ しぇきけき たさぇ-
きっ ゃきっとぇっすしは ょけ ょっしはすう すにしはつ つっかけゃっお, ゃしは こかけとぇょぬ 
こっさっょ くうき う ぇくそうかぇょに けおさっしすくにた しけけさせあっくうえ すぇおあっ 

けおぇいにゃぇのすしは いぇ-
こけかくっくに くぇさけ-
ょけき − おけかうつっ-
しすゃけ あっかぇのとうた 
ゅけさぇいょけ ぉけかぬてっ 
ゃけいきけあくけしすっえ 
たさぇきぇ, こけねすけきせ 
こぇかけきくうおぇき ぉに-
ゃぇっす くっかっゅおけ.

′ぇ しっさっょうくっ 
かけあぇ ╅うゃけくけしくけ-
ゅけ ╂さけぉぇ しすぇゃうすしは 
かぇきこぇょぇ, くぇこけか-
くっくくぇは きぇしかけき, 
くけ ぉっい けゅくは. ‶け 
ゃしっきせ かけあせ さぇし-
おかぇょにゃぇのすしは おせ-
しけつおう ゃぇすに, ぇ こけ 
おさぇはき – こさけおかぇ-
ょにゃぇっすしは かっくすぇ. 
〈ぇお こさうゅけすけゃかっく-
くぇは, こけしかっ けしきけ-
すさぇ っゃさっえしおけえ 
こけかうちうう, ╉せゃせ-

おかうは いぇおさにゃぇっすしは う けこっつぇすにゃぇっすしは おかのつくうおけき.
╋けかうすゃぇ こぇすさうぇさたぇ, くぇたけょはとっゅけしは ゃ ╉せゃせおかうう, こさけ-

ょけかあぇっすしは ょけ すった こけさ, こけおぇ くっ こさけういけえょひす ゃしっきう けあう-
ょぇっきけっ つせょけ. ╁ さぇいくにっ ゅけょに すけきうすっかぬくけっ けあうょぇくうっ 
ょかうすしは けす こはすう きうくせす ょけ くっしおけかぬおうた つぇしけゃ.

‶っさゃけっ ゃさっきは – けす すさひた ょけ ょっしはすう きうくせす, いぇゅけさっゃてうえ-
しは ¨ゅけくぬ けぉかぇょぇっす せょうゃうすっかぬくにきう しゃけえしすゃぇきう − しけ-
ゃっさてっくくけ くっ ああひす, くっいぇゃうしうきけ けす おぇおけえ しゃっつう う ゅょっ けく 
ぉせょっす いぇああひく. ‶さうたけあぇくっ ぉせおゃぇかぬくけ せきにゃぇのすしは ねすうき 
¨ゅくひき – ゃけょはす うき こけ かうちせ, こけ させおぇき, つっさこぇのす こさうゅけさて-
くはきう, う けく くっ くぇくけしうす くうおぇおけゅけ ゃさっょぇ, こけくぇつぇかせ くっ けこぇ-
かはっす ょぇあっ ゃけかけしに. ╉ぇこっかぬおう ゃけしおぇ, おけすけさにっ こぇょぇのす けす 
しゃっつっお, こさうたけあぇくっ くぇいにゃぇのす ╀かぇゅけょぇすくけえ さけしけえ.
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╁ ‶[╄╃｠╃〉】╇》 くけきっさぇた 
あせさくぇかうしすに ╀[ さぇししおぇいぇ-

かう つうすぇすっかはき, つすけ ╀かぇゅけょぇすくにえ 
¨ゅけくぬ くぇ ‶ぇしたせ うい ╇っさせしぇかうきぇ 
ゃ くぇて ゅけさけょ こさうゃひい こっさゃにえ いぇ-
きっしすうすっかぬ ゅかぇゃに けおさせゅぇ ╄ゃゅっ-
くうえ ‶うしちけゃ. ¨く けおぇいぇかしは ゃ ねすけえ 
こけっいょおっ こけ かうつくけきせ こさうゅかぇてっ-
くうの ぇさたうっこうしおけこぇ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅしおけゅけ う ╁っさたけすせさしおけゅけ ╁う-
おっくすうは. ╋に こけこさけしうかう ╄ゃゅっくうは 
[せょけかぬそけゃうつぇ  こけょっかうすぬしは ゃこっ-
つぇすかっくうはきう けぉ ねすけき しけぉにすうう. 
╆ぇおぇくつうゃぇっすしは ]ゃっすかぇは ‶ぇし-
たぇかぬくぇは ]っょきうちぇ, う さぇししおぇいけき 
け こせすってっしすゃうう くぇてっゅけ いっきかはおぇ 
お たさぇきせ ╂さけぉぇ ╂けしこけょくは きに いぇ-
ゃっさてぇっき くぇて さぇししおぇい け ‶ぇしたっ.

– ╉ぇお こけかせつうかけしぬ, つすけ ゃに けす-
こさぇゃうかうしぬ ゃ こぇかけきくうつっしおせの 
こけっいょおせ? ぁすけ ぉにかけ いぇこかぇくうさけ-
ゃぇくけ?

– ′っす, ゃしひ こさけういけてかけ くっけあうょぇく-
くけ. ′ぇおぇくせくっ けすかひすぇ ゃ つっすゃっさゅ, 21 
ぇこさっかは, は ぉにか くぇ せつひぉっ こけ ╂¨ う 』] 
ゃ ‶けかっゃしおけき. ╁ょさせゅ きくっ こけいゃけくうかう 
う しおぇいぇかう, つすけ しけ きくけえ たけつっす こけけぉ-
とぇすぬしは ぇさたうっこうしおけこ ╁うおっくすうえ. 

– ╁に し くうき いくぇおけきに?
– ╃ぇ. ぅ はゃかはのしぬ つかっくけき こけこっ-

つうすっかぬしおけゅけ しけゃっすぇ たさぇきぇ 〉しこっくうは 
‶さっしゃはすけえ ╀けゅけさけょうちに. ‶けねすけきせ, 
おけゅょぇ ╁かぇょにおけ こさうっいあぇか ゃ ╀っさひ-
いけゃしおうえ, きに くっ さぇい ゃしすさっつぇかうしぬ くぇ 
ぉけゅけしかせあっくうはた う さぇいゅけゃぇさうゃぇかう け 
ゃけいさけあょっくうう ょせたけゃくけしすう ゃ [けししうう.

╁ ねすけす あっ ょっくぬ は こさうったぇか お くっきせ, 
きに こけゅけゃけさうかう, けく こけょょっさあぇか きっくは 
ゃ くぇきっさっくうう こけえすう くぇ ょけかあくけしすぬ 
ゅかぇゃに う しこさけしうか くっす かう せ きっくは 
あっかぇくうは こさうしけっょうくうすぬしは お こぇかけき-
くうつっしおけえ ゅさせここっ, しけぉうさぇのとっえしは 
いぇゃすさぇ ゃにかっすっすぬ ゃ ╇っさせしぇかうき. ぅ しけ-
ゅかぇしうかしは.

╁ こはすくうちせ せすさけき 150 つっかけゃっお 
ゃにかっすっかう こけ きぇさてさせすせ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ–〈っかぬ-┿ゃうゃ. [せおけゃけょうすっかっき こぇ-
かけきくうつっしおけえ きうししうう ぉにか ╁かぇょにおけ 
╁うおっくすうえ. ╁ しけしすぇゃ きうししうう ゃけてかう: 
ゅせぉっさくぇすけさ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
┿かっおしぇくょさ ╋うてぇさうく, ゅせぉっさくぇすけさ 
ぅきぇかけ-′っくっちおけゅけ けおさせゅぇ ╃きうすさうえ 
╉けぉにかおうく, しゃはとっくくうおう う くぇしすけはすっ-
かう たさぇきけゃ しけ ゃしっえ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう, こさっょしすぇゃうすっかう こさうたけょけゃ うい 
』っかはぉうくしおけえ, ╉せさゅぇくしおけえ けぉかぇしすっえ, 
〉そに う ょぇあっ うい 》ぇぉぇさけゃしおぇ.

╉しすぇすう, くぇ ゃにしけすっ ょっしはすぬ すに-
しはつ きっすさけゃ ╁かぇょにおけ こさっょかけあうか 
こぇかけきくうおぇき うしこけゃっょけゃぇすぬしは. ╃かは 
きっくは ねすけ ぉにかけ くっけぉにつくけ う くっ-
けあうょぇくくけ. ╇しこけゃっょぬ こさうくっしかぇ けぉ-
かっゅつっくうっ. ]かけゃくけ しぉさけしうか きってけお, 
おけすけさにえ すぇとうか くぇ しっぉっ きくけゅけ かっす. 
╉ぇあっすしは, ょぇあっ ういきっくうかけしぬ けす-
くけてっくうっ お かのょはき, つすけ かっすっかう しけ 
きくけえ: は ゃょさせゅ こけつせゃしすゃけゃぇか っょうく-
しすゃけ, しけこさうつぇしすくけしすぬ お つっきせ-すけ 
ぉけかぬてけきせ, しゃっすかけきせ... 

』っさっい こはすぬ つぇしけゃ きに こさうかっすっかう 
くぇ ╆っきかの けぉっすけゃぇくくせの. ╃ぇかぬてっ 
ゃしひ こけてかけ こけ ゃしひ ぉけかっっ せしおけさは-
のとっきせしは しちっくぇさうの: こさけてかう ゃしっ 
こさけちっょせさに ゃ ぇねさけこけさすせ, しっかう ゃ 

ぇゃすけぉせしに う しさぇいせ あっ こけったぇかう うい 
〈っかぬ-┿ゃうゃぇ ゃ ╇っさせしぇかうき, つすけぉに 
せしこっすぬ くぇ ╉さっしすくにえ たけょ. 

– [ぇししおぇあうすっ こけょさけぉくっっ け 
╉さっしすくけき たけょっ.

– ╉さっしすくにえ こせすぬ – ねすけ ょけさけゅぇ, こけ 
おけすけさけえ ゃっかう 》さうしすぇ くぇ さぇしこはすうっ. 
¨く くぇつうくぇっすしは けす すっきくうちに ]こぇしう-
すっかは. ╃けさけゅぇ こさけたけょうす こけ せいおうき 
せかけつおぇき «しすぇさけゅけ ゅけさけょぇ», ゅょっ くぇ 
きけしすけゃけえ っとひ しけたさぇくうかうしぬ おぇきくう 
– くっきにっ しゃうょっすっかう すけゅけ しすさぇてくけゅけ 
しけぉにすうは. 

╁さっきは けす ゃさっきっくう てっしすゃうっ 
けしすぇくぇゃかうゃぇかけしぬ ょかは おさぇすおうた 
きけかっぉくけゃ. ╁けす きっしすけ, ゅょっ ╇うしせし 
》さうしすけし ゃしすさっすうか しゃけの ╋ぇすぬ. ╁けす 
いょっしぬ ]こぇしうすっかぬ せこぇか. ¨すこっつぇすけお 
させおう すぇお う けしすぇかしは ゃ おぇきくっ. ‶けい-
あっ ねすけす おぇきっくぬ ぉにか くぇえょっく こさう 
さぇしおけこおぇた う ゃかけあっく ゃ しすっくせ ょけきぇ 
さはょけき し ねすうき きっしすけき. ]かっょせの-
とっっ きっしすけ – ゅょっ けぉっししうかっゃてうえ 
》さうしすけし ゃくけゃぬ こぇょぇっす, う おさっしす 
ょけ きっしすぇ おぇいくう くっしひす せあっ ]うきけく 
╉うさうくっはくうく. ‶けしかっょくはは けしすぇくけゃ-
おぇ – くぇ ╂けかゅけそっ, ゅょっ う こさけういけてかけ 
さぇしこはすうっ.

– 』すけ ゃに つせゃしすゃけゃぇかう ゃけ ゃさっ-
きは ╉さっしすくけゅけ たけょぇ?

– 〈さっこっす う ゃけかくっくうっ. ╁ ╇いさぇ-
うかっ は けおぇいぇかしは ゃこっさゃにっ. ╃っくぬ 
‶ぇしたう しけゃこぇか こけ おぇかっくょぇさの ょかは 
ゃしった ゃっすゃっえ たさうしすうぇくしすゃぇ, こけねすけ-
きせ ゃ ╇っさせしぇかうき しなったぇかけしぬ きくけゅけ 
ゃっさせのとうた. ‶けさけえ くぇ せかうちっ ぉにかけ 
すぇお すっしくけ, つすけ っょゃぇ こさけすうしおうゃぇか-
しは きっあょせ かのょぬきう. ‶けゃしのょせ しかに-
てぇかうしぬ さぇいくにっ はいにおう: ゅさっつっしおうえ, 
ぇさぇぉしおうえ, そさぇくちせいしおうえ… ‶けおぇ 
てひか, いぇきっすうか きくけゅけ こけあうかにた う うく-
ゃぇかうょけゃ くぇ おけかはしおぇた – ゃしっ てかう こけ 
こけしかっょくっきせ こせすう 》さうしすぇ. ╀けかぬてっ 
ゃしった きっくは せょうゃうかぇ あっくとうくぇ, おけすけ-
さぇは こさっけょけかっゃぇかぇ ねすけ さぇししすけはくうっ 
くぇ こさけすっいぇた.  

╁ おけくちっ こせすう こっさっょ ゃたけょけき ゃ たさぇき 
╂さけぉぇ ╂けしこけょくは ゃしっ こさっぉにゃぇかう ゃ 
おぇおけき-すけ けしけぉっくくけき しけしすけはくうう. ぁすけ 
くっけぉなはしくうきけ…

╁ ゃけさけすぇた たさぇきぇ くけゃけっ うしこに-
すぇくうっ. ′ぇさけょ しぉうかしは ゃ すけかこせ, 
ゃこっさひょ こさけえすう くっ きけあっき – きっ-

てぇっす ゃしすさっつくにえ こけすけお, しけいょぇゃぇは 
くぇしすけはとうえ おさせゅけゃけさけす うい こぇ-
かけきくうおけゃ. 

╋くっ せょぇかけしぬ こけこぇしすぬ ゃ ╉せゃせおかうの 
(たさぇき-つぇしけゃくは, ゃけいょゃうゅくせすにえ くぇょ 
こっとっさけえ, ゅょっ かっあぇかけ すっかけ ]こぇしう-
すっかは). ぅ ゃけてひか – きけさけい こさけぉっあぇか 
こけ おけあっ. 〉 しおぇかに, くぇ おけすけさけえ かっあぇか 
╇うしせし 》さうしすけし, は しけ しすさぇたけき う すさっ-
こっすけき ゃしすぇか くぇ おけかっくう – きけかうすぬしは. 
′ぇゃっさくけっ, おぇお う きくけゅうき こぇかけきくう-
おぇき, ゃ ねすけす きけきっくす きくっ いぇたけすっかけしぬ 
けすおさにすぬ しゃけひ しっさょちっ ╀けゅせ.

– 』すけ ぉにかけ ょぇかぬてっ?
– ‶けすけき こけったぇかう ゃ たさぇき 〉しこっくうは 

‶さっしゃはすけえ ╀けゅけさけょうちに. ╁ けすっかっ きに 
けおぇいぇかうしぬ けおけかけ ょっしはすう つぇしけゃ, ぇ つっ-
さっい ょゃぇ つぇしぇ くぇき くせあくけ ぉにかけ ゃにたけ-
ょうすぬ くぇ くけつくせの しかせあぉせ ゃ しけぉけさ ]ゃは-
すけえ 〈さけうちに, ゅかぇゃくにえ たさぇき [せししおけえ 
╃せたけゃくけえ ╋うししうう ゃ ╇っさせしぇかうきっ. ′っ-
しきけすさは くぇ こっさっかひす う いぇゅさせあっくくにえ 
ょっくぬ, は ぉにか, くぇ せょうゃかっくうっ しぇきけきせ 
しっぉっ, ぉけょさ, くけ けすょけたくせすぬ しっぉは ゃしひ-
すぇおう いぇしすぇゃうか.

]かせあぉぇ ょかうかぇしぬ し つぇしせ ょけ すさひた 
くけつう. ╄ひ ゃっかう ぉぇすのておう, おけすけさにっ 
こさうかっすっかう ゃ しけしすぇゃっ くぇてっえ きうししうう. 
╀にかけ けつっくぬ おさぇしうゃけ う すけさあっしすゃっく-
くけ, きに こさうつぇしすうかうしぬ. ╁っさくせかうしぬ ゃ 
けすっかぬ ゃ つっすにさっ つぇしぇ せすさぇ, ぇ ゃ ょっ-
ゃはすぬ くぇし あょぇか ぇゃすけぉせし. 

‶はすぬ つっかけゃっお けす くぇてっえ ゅさせここに 
せょけしすけうかうしぬ ゃけいきけあくけしすう こさうしせす-
しすゃけゃぇすぬ こさう したけあょっくうう ╀かぇゅけょぇす-
くけゅけ ¨ゅくは.

– ╉すけ けくう?
–  ╁かぇょにおけ ╁うおっくすうえ, ┿かっおしぇくょさ 

]っさゅっっゃうつ ╋うてぇさうく, ╃きうすさうえ ′う-
おけかぇっゃうつ ╉けぉにかおうく, ╇ゃぇく ╁うかおうく, 
させおけゃけょうすっかぬ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけゅけ 
そけくょぇ «〈ぇゅぇくしおうえ さはょ», っゅけ おけかかっ-
ゅぇ – けぉぇ ぉっさっいけゃつぇくっ. 

′ぇ けぉさぇすくけき こせすう ゃ しぇきけかひすっ 
╁かぇょにおけ ぉっさっあくけ ょっさあぇか かぇきこせ し 
╀かぇゅけょぇすくにき ¨ゅくひき, う ゃしった こっさっ-
こけかくはかう しゃっすかぇは さぇょけしすぬ う ぉかぇゅけゅけ-
ゃっくうっ. ‶っさっょ くぇきう ぉにかぇ くぇしすけはとぇは 
つぇしすうちぇ つせょぇ. 

– ]っえつぇし たけょうす きくけゅけ すけかおけゃ 
け こさけうしたけあょっくうう ╀かぇゅけょぇすくけゅけ 
¨ゅくは. 〉つひくにっ こにすぇのすしは けぉな-
はしくうすぬ っゅけ しゃけえしすゃけ «くっ けぉあう-
ゅぇすぬ» ゃ こっさゃにっ きうくせすに «あうい-
くう». 』すけ ゃに ょせきぇっすっ こけ ねすけきせ 
こけゃけょせ?

– ぅ ゃっさの, つすけ ねすけ ╀けあぬっ つせょけ, う 
ゃ たさぇきっ けく こけはゃかはっすしは しゃっさたなっしすっ-
しすゃっくくにき けぉさぇいけき. 

– ╁に ゃっさせのとうえ?
– ╃ぇ. ‶さぇゃょぇ, ゃ のくけしすう は ぉにか 

せぉっあょひくくにき おけきしけきけかぬちっき, つう-
すぇか おくうゅせ «╉ぇお いぇおぇかはかぇしぬ しすぇかぬ», 
ゃょけたくけゃかはかしは こけょゃうゅけき ‶ぇゃおう ╉けさ-
つぇゅうくぇ. ‶けすけき, せあっ ゃ うくしすうすせすっ – ゃ 
こっさっしすさけっつくにっ ゅけょに – しすぇか つうすぇすぬ 
こせぉかうおぇちうう さぇくっっ いぇこさっとひくくにた 
ぇゃすけさけゃ, う きっくは こけすさはしかう かけあぬ う 
そぇさうしっえしすゃけ, おけすけさにっ しけしすぇゃかはかう 
けしくけゃせ しけゃっすしおけえ こさけこぇゅぇくょに, こけ-
すさはしかう さぇくっっ いぇおさにすにっ そぇおすに うい 
あういくう くぇてっえ しすさぇくに. ¨おけくつうゃ ゃせい, 
は こけしすっこっくくけ くぇつぇか ゅけすけゃうすぬしは お 
おさっとっくうの. ぁすけ ぉにかけ けしけいくぇくくけっ 
さってっくうっ.

– ┿ おぇお ╀かぇゅけょぇすくにえ ¨ゅけくぬ 
けおぇいぇかしは せ ゃぇし?

– ╉けゅょぇ きに こさうかっすっかう ゃ ╉けかぬちけ-
ゃけ, ╁かぇょにおけ ╁うおっくすうえ こけょっかうかしは し 
おぇあょにき せつぇしすくうおけき こぇかけきくうつっしおけえ 
こけっいょおう つぇしすうちっえ ╀かぇゅけょぇすくけゅけ 
¨ゅくは. ╉けゅょぇ は ょっさあぇか っひ ゃ させおぇた, 
ぉにかけ すぇおけっ けとせとっくうっ, つすけ ねすけ つすけ-
すけ たさせこおけっ, ぉっいいぇとうすくけっ… ¨ゅけくぬ 
けぉはいぇすっかぬくけ くせあくけ ぉにかけ しけたさぇくうすぬ 
う ょけゃっいすう. 

╁ ょゃぇ つぇしぇ くけつう ]ゃはすにくは ぉにかぇ 
ょけしすぇゃかっくぇ くぇ ぉっさひいけゃしおせの いっきかの. 
╁しっ こさうたけあぇくっ こけかせつうかう ゃけいきけあ-
くけしすぬ ゃいはすぬ し しけぉけえ おさせこうちせ ]ゃっすぇ 
╀けあぬっゅけ, う は さぇょ, つすけ ゃけ きくけゅうた ょけ-
きぇた ぉっさっいけゃつぇく ゅけさうす ╀かぇゅけょぇすくにえ 
¨ゅけくぬ.

╀っしっょけゃぇかぇ 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

《けすけ ╄ゃゅっくうは ‶うしちけゃぇ
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╁ ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╋  ゅけさけょしおけき  けおさせゅっ  ねおしこかせぇすうさせのすしは 12 
ゃけょけこさけゃけょけゃ うい 40 こけょいっきくにた うしすけつくうおけゃ う 35 うしすけつ-

くうおけゃ くっちっくすさぇかういけゃぇくくけゅけ ゃけょけしくぇぉあっくうは. ╉ぇおせの ゃけょせ きに 
こぬひき? ‶け-こさっあくっきせ かう けくぇ けしすぇひすしは けょくけえ うい ょけしすけこさうきっつぇ-
すっかぬくけしすっえ ╀╂¨? ]かけゃけ – しぇくうすぇさくにき ゃさぇつぇき, うししかっょけゃぇゃ-
てうき しけしすけはくうっ しさっょに けぉうすぇくうは.

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

96 こさけちっくすけゃ くぇしっかっくうは けおさせ-
ゅぇ けぉっしこっつっくけ ちっくすさぇかういけゃぇく-
くにき ゃけょけしくぇぉあっくうっき. ╁けょぇ こけ-
ょぇひすしは くっこさっさにゃくけ. ╁ こけしかっょくうっ 
ゅけょに ぉにかう ゃゃっょっくに ゃ ねおしこかせぇすぇ-
ちうの ょゃっ ぇさすっいうぇくしおうっ しおゃぇあう-
くに くぇ 【うかけゃしおけき ゃけょけいぇぉけさっ, 
こけしすさけっくぇ くぇしけしくぇは しすぇくちうは くぇ 
82-え しおゃぇあうくっ, こさけてひか さっおけく-
しすさせおちうの ぃあくけ-╀っさひいけゃしおうえ ゃけ-
ょけいぇぉけさ, いぇきっくうかう ょっしはすぬ おうかけ-
きっすさけゃ  ゃけょけさぇしこさっょっかうすっかぬくにた 
しっすっえ, けすさっきけくすうさけゃぇかう くっおけすけ-
さにっ ゃけょけいぇぉけさくにっ しけけさせあっくうは 
ゃ  ╊けしうくけき,  ゃけししすぇくけゃかっくぇ ちっ-
かけしすくけしすぬ けゅさぇあょっくうえ いけく しすさけ-
ゅけゅけ さっあうきぇ ゃけょけうしすけつくうおけゃ ゃ  
╋けくっすくけき う ╉かのつっゃしおっ. ¨ょくぇおけ 
きくけゅけっ うい いぇこかぇくうさけゃぇくくけゅけ, 
けしけぉっくくけ ゃ こけしひかおぇた, すぇお う けしすぇ-
かけしぬ くぇ ぉせきぇゅっ うい-いぇ けすしせすしすゃうは 
そうくぇくしうさけゃぇくうは. 

╉ぇつっしすゃけ こうすぬっゃけえ ゃけょに ちっく-
すさぇかういけゃぇくくにた しうしすっき ゃけょけしくぇぉ-
あっくうは たぇさぇおすっさういせのす くっしおけかぬおけ 
こけいうちうえ. 12 こさけちっくすけゃ こさけぉ うい 
ゃけょけうしすけつくうおけゃ  くっ しけけすゃっすしすゃけ-
ゃぇかう ゃ こさけてかけき ゅけょせ しぇくうすぇさくにき 
こさぇゃうかぇき こけ たうきうつっしおうき こけおぇいぇ-
すっかはき, こはすぬ こさけちっくすけゃ – こけ きう-
おさけぉうけかけゅうつっしおうき.  

┿ ゃけす せょっかぬくにえ ゃっし こさけぉ ゃけょに 
くっちっくすさぇかういけゃぇくくにた うしすけつくうおけゃ, 
くっ しけけすゃっすしすゃせのとうた しぇくうすぇさくにき 
こさぇゃうかぇき こけ きうおさけぉうけかけゅうつっしおうき 
こけおぇいぇすっかはき, ょけしすうゅ  31 こさけちっくすぇ, 
こけ たうきうつっしおうき – 40 こさけちっくすけゃ. 
╆ぇ  こけしかっょくうえ  ゅけょ おぇつっしすゃけ ゃけょに 
ゃ おけかけょちぇた う さけょくうおぇた くっしおけかぬおけ 
せたせょてうかけしぬ.

╁ しゃはいう  し くっせょけゃかっすゃけさうすっかぬ-
くにき おぇつっしすゃけき こうすぬっゃけえ ゃけょに, 
ぇゃぇさうえくにきう しうすせぇちうはきう  ぉにかけ  
くぇかけあっくけ  てっしすぬ てすさぇそけゃ くぇ 44 
すにしはつう させぉかっえ.

〈っこっさぬ け ゃけょっ ゅけさはつっえ. ╁ ╀╂¨ 
ょっえしすゃせっす こはすぬ ゃけょけこさけゃけょけゃ 
ちっくすさぇかういけゃぇくくけゅけ ゅけさはつっゅけ ゃけ-
ょけしくぇぉあっくうは, おけすけさにっ ねおしこかせぇすう-
させのす そうかうぇか 〈╂╉ わ9  «╄おぇすっさうく-
ぉせさゅしおうえ», おけすけさにえ けぉっしこっつうゃぇっす 
34067 あうすっかっえ ゅけさはつっえ ゃけょけえ し 
けすおさにすけえ しうしすっきけえ, ¨¨¨ «╀っさひ-
いけゃしおうっ すっこかけゃにっ しっすう», ょけしすぇゃ-
かはのとっっ ゅけさはつせの ゃけょせ  14,9 すにしは-
つう ゅけさけあぇくぇき いぇおさにすけえ しうしすっきけえ.                          

╁ 2010 ゅけょせ くぇ たうきうつっしおうっ こけ-
おぇいぇすっかう うししかっょけゃぇくけ 293 こさけ-
ぉに, 11,2 こさけちっくすぇ うた くっ しけけすゃっす-
しすゃけゃぇかう しぇくうすぇさくにき こさぇゃうかぇき 
こけ たうきうつっしおうき こけおぇいぇすっかはき. 
╁けょぇ ぉにかぇ し いぇこぇたけき, きせすくぇは, 
しけょっさあぇかぇ あっかっいけ. ′ぇ きうおさけ-
ぉうけかけゅうつっしおうっ こけおぇいぇすっかう  うし-
しかっょけゃぇくけ  304 こさけぉに, くっせょけゃ-
かっすゃけさうすっかぬくにた こさけぉ けおぇいぇかけしぬ 
41,3 こさけちっくすぇ. ╁ しゃはいう し くっしけ-
ぉかのょっくうっき すっきこっさぇすせさに ゅけさはつっえ 
ゃけょに くぇ ¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» う 
«╀っさひいけゃしおうっ すっこかけゃにっ しっすう» 
ぉにかけ くぇかけあっくけ すさう てすさぇそぇ くぇ 
40 すにしはつ させぉかっえ.

╁ 2010 ゅけょせ ゃけょけこさけゃけょくにっ 
しっすう ぉにかう ういくけてっくに くぇ 94,5 こさけ-
ちっくすぇ.  ¨ぉとぇは こさけすはあひくくけしすぬ うた  
231 おうかけきっすさ,   45 うい くうた うきっっす 
ういくけてっくくけしすぬ ょけ 20 こさけちっくすけゃ, 
17  – ょけ 50 こさけちっくすけゃ, 160 おうかけ-
きっすさけゃ – 70 こさけちっくすけゃ う ぉけかっっ.  
╄あっゅけょくけ さっゅうしすさうさせっすしは けおけかけ 
300 ぇゃぇさうえ, おぇあょぇは ょっしはすぇは ぇゃぇ-
さうは せしすさぇくはっすしは ょけかぬてっ こけかけあっく-
くけゅけ しさけおぇ.

2430 つっかけゃっお, こさけあうゃぇのとうた 
ゃ しっかぬしおけえ きっしすくけしすう ╀╂¨, ょかは 
たけいはえしすゃっくくけ-こうすぬっゃにた ちっかっえ 
うしこけかぬいせのす ゃけょせ うい くっちっくすさぇかう-
いけゃぇくくにた うしすけつくうおけゃ. [はょ けぉとっ-
しすゃっくくにた おけかけょちっゃ こけ しうの こけさせ 
けしすぇのすしは ぉっしたけいくにきう. ¨おけかけ 62  
おけかけょちっゃ う さけょくうおけゃ くっ けぉせしすさけ-
っくに, いょっしぬ くっす ゅかうくはくにた いぇきおけゃ 

う ゃけょけくっこさけくうちぇっきにた けすきけしすおけゃ. 
╁ さぇょうせしっ 20 きっすさけゃ せ 85 うしすけつ-
くうおけゃ  くぇたけょはすしは あうかにっ ょけきぇ, 
ぇゃすけょけさけゅう, ゃけょけこけえ しおけすぇ. ╇い-
いぇ ねすけゅけ  ょっいうくそっおちうは いぇつぇしすせの 
けおぇいにゃぇっすしは くっねそそっおすうゃくけえ. ╁ 
うすけゅっ 31 こさけちっくす こさけぉ ゃけょに くっ-
ちっくすさぇかういけゃぇくくにた うしすけつくうおけゃ くっ 
しけけすゃっすしすゃせっす しぇくうすぇさくにき こさぇゃう-
かぇき こけ きうおさけぉうけかけゅうつっしおうき こけ-
おぇいぇすっかはき, ぇ 40 こさけちっくすけゃ – こけ 
たうきうつっしおうき.  ╁けょぇ いぇゅさはいくっくぇ 
くうすさぇすぇきう, おさっきくうっき. ╁ こさけてかけき 
ゅけょせ  おぇつっしすゃけ ゃけょに おけかけょちっゃ う 
おかのつっえ くっしおけかぬおけ せたせょてうかけしぬ, 
たけすは う  こさけゃけょうかぇしぬ ぇおすうゃくぇは さぇ-
ぉけすぇ こけ けぉせしすさけえしすゃせ うた ゃ さぇきおぇた 
こさけゅさぇききに «[けょくうおう».

╅ぇかぬ, くけ こさうょひすしは  かうおゃうょう-
さけゃぇすぬ さはょ  けぉなっおすけゃ, うきっのとうた 
«たさけくうつっしおけっ» いぇゅさはいくっくうっ,   けょ-
くけゃさっきっくくけ  さってうゃ ゃけこさけし けぉっ-
しこっつっくうは くぇしっかっくうは  ょさせゅうきう うし-
すけつくうおぇきう. ╂かぇゃっ ╀╂¨ くぇこさぇゃかっくぇ 
うくそけさきぇちうは け しけしすけはくうう うしすけつ-
くうおけゃ う こさっょこうしぇくうっ け くっけぉたけょう-
きけしすう けつうしすおう う けぉっいいぇさぇあうゃぇくうは  
おけかけょちっゃ. ′にくつっ ぉせょっす こさけゃっょっくぇ 
こかぇくけゃぇは  こさけゃっさおぇ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう, ゃ すけき つうしかっ  う こけ うしすけつくうおぇき  
くっちっくすさぇかういけゃぇくくけゅけ  ゃけょけしくぇぉ-
あっくうは.

]おけさけ かっすけ, う し こっさゃにき くぇ-
しすけはとうき すっこかけき かのょう こけすはくせす-
しは お ゃけょけひきぇき. 〉 くぇし ゃしっゅけ ょゃっ 
しぇくおちうけくうさけゃぇくくにっ さっおさっぇちうう 
– 【うかけゃしおうえ こさせょ う ╀っかけはさしおけっ 
ゃけょけたさぇくうかうとっ. ╉さけきっ すけゅけ, ゃ 
こけしかっょくうっ ゅけょに しぇくねこうょしかせあ-
ぉぇ おけくすさけかうさせっす おぇつっしすゃけ ゃけょに  
くっしぇくおちうけくうさけゃぇくくにた いけく けす-
ょにたぇ – くぇ さっおっ ‶にてきっ, ゃ いけくっ 
さぇしこけかけあっくうは しぇょけゃ, ぇ すぇおあっ 
ゃけょけひきに  ╉かのつっゃしおぇ う ╋けくっす-
くけゅけ. 〉ょっかぬくにえ ゃっし こさけぉ ゃけょに ゃ 
ゃけょけひきぇた ゃすけさけえ  おぇすっゅけさうう, くっ 
しけけすゃっすしすゃせのとうた ゅうゅうっくうつっしおうき 
くけさきぇき こけ たうきうつっしおうき う きうおさけ-
ぉうけかけゅうつっしおうき こけおぇいぇすっかはき, 
くぇ こさけすはあっくうう こけしかっょくうた かっす 
けしすぇひすしは くぇ ゃにしけおけき せさけゃくっ:   ゃ 
2010 ゅけょせ けく しけしすぇゃうか   66,6 う 
70 こさけちっくすけゃ しけけすゃっすしすゃっくくけ. 
]ぇくうすぇさくけっ しけしすけはくうっ ぉっさっゅけゃ 
くっせょけゃかっすゃけさうすっかぬくけっ, いょっしぬ けす-
しせすしすゃせっす  けさゅぇくういけゃぇくくにえ しぉけさ 
けすたけょけゃ, くっす すせぇかっすけゃ う こうすぬっゃにた 
そけくすぇくつうおけゃ. ╂けさけあぇくっ くうつすけあっ 
しせきくはてっしは  きけのす ぇゃすけきぇてうくに. 
‶けねすけきせ くっせょうゃうすっかぬくけ, つすけ  ゃ 
こさせょぇた う ゃけょけひきぇた おぇつっしすゃけ ゃけょに 
しすぇくけゃうすしは ゃしひ たせあっ う たせあっ.

╁  ╀╂¨ ねおしこかせぇすうさせのすしは こはすぬ 
しけけさせあっくうえ こけ けつうしすおっ しすけつくにた 
ゃけょ. ]ぇくうすぇさくけっ しけしすけはくうっ うた 
こさけしすけ くっせょけゃかっすゃけさうすっかぬくけっ, 
けしけぉっくくけ すはあひかぇは しうすせぇちうは 
けつうしすくにた しけけさせあっくうえ  ╋けくっす-
くけゅけ. ¨くう くぇたけょはすしは ゃ ぇゃぇさうえ-
くけき しけしすけはくうう, こけかせさぇいさせてっくに 
ゃしっ しけけさせあっくうは ねすぇこけゃ けつうしすおう, 
けぉっいいぇさぇあうゃぇくうっ けつうとっくくにた 
しすけつくにた ゃけょ くっ こさけういゃけょうすしは. 
ぁそそっおすうゃくけ けぉっいいぇさぇあうゃぇのすしは 
しすけつくにっ ゃけょに かうてぬ くぇ  けつうしすくにた  
しけけさせあっくうはた  ╀っさひいけゃしおけゅけ, 
]すぇさけこにてきうくしおぇ, ╉かのつっゃしおぇ. ┿ 
せしかけゃくけ つうしすにっ ゃけょに, しぉさぇしに-
ゃぇっきにっ させょけせこさぇゃかっくうっき, ¨¨¨ 
«]ゃっす» う ╆┿¨ «〉╆‶]», ゃけゃしっ くっ 
けぉっいいぇさぇあうゃぇのすしは. ╆ぇ くぇさせてっ-
くうは 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 ゃ つぇしすう  しぉさけしぇ しすけつくにた 
ゃけょ くぇかけあっくに  てすさぇそに くぇ  2000 
させぉかっえ.

╁ ゃけょけひきに きに しぉさぇしにゃぇっき 
17845 すにし. おせぉ. き しすけつくにた ゃけょ, ゃ 
すけき つうしかっ ぉっい けつうしすおう  – 17782 
すにし. おせぉ. き.

‶[¨╂[┿╋╋┿ «[¨╃′╇╉╇» 

31 ╋┿[〈┿ 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 こさけてひか のぉうかっえ-
くにえ, ょっしはすにえ, しなっいょ せつぇしす-
くうおけゃ こさけゅさぇききに «[けょ-
くうおう». ╇た こさうゃっすしすゃけゃぇかう 
きうくうしすさに, させおけゃけょうすっかう 
けおさせゅけゃ, うくにっ VIP-こっさしけくに. 
╀っさひいけゃしおうえ こさっょしすぇゃかはかう 
う.け. ゅかぇゃに ╀╂¨ ╇. ╉ぇさこけゃ, 
ゅかぇゃくにえ しこっちうぇかうしす こけ ねおけ-
かけゅうう ぇょきうくうしすさぇちうう ¨. 
╉うくひゃぇ, こさっょこさうくうきぇすっかう, 
こっょぇゅけゅう う しっきぬ のくにた しぇさぇ-
こせかぬちっゃ うい ねおけかけゅうつっしおけゅけ 
けすさはょぇ ¨〉 わ30.

«ÏÓÑÒÜ ÑÒÐÓÉÊÀ ÒÎÍÊÀ È ËÅÃÊÀ – 
Ñ ÍÅE ÍÀ×ÀËÀÑÜ ÐÅÊÀ»

╁けょぇ – せくうおぇかぬ-
くにえ きうくっさぇか, ゃぇあ-
くっえてうえ こさうさけょくにえ 
さっしせさし, うしすけつくうお 
くぇてっえ あういくう. ╄とひ 
20 かっす くぇいぇょ おぇいぇ-
かうしぬ ぇぉしせさょくにきう 
こさけゅくけいに け すけき, つすけ 
しおけさけ こさうょひすしは こけ-
おせこぇすぬ こうすぬっゃせの 
ゃけょせ ゃ きぇゅぇいうくぇた. 
╇ ゃけす せあっ さぇしおけてっ-
かうゃぇっきしは せ おぇししに いぇ 
ぉせすにかう う ぉせすにかおう し 
ゃけょけえ, こさうゃけいうき こけ 
ゃにたけょくにき し ょぇつう 
おかのつっゃせの ゃかぇゅせ... 〉 
くぇし ゃけょに きくけゅけ, くけ 
けすおさにすにっ ゃけょけひきに 
つぇしすけ いぇゅさはいくっくに 
こさけういゃけょしすゃっくくにきう う ぉにすけゃにきう 
しすけおぇきう. ¨すくけしうすっかぬくけ つうしすにきう 
けしすぇのすしは かうてぬ こけょいっきくにっ うし-
すけつくうおう, けょくぇおけ くぇ うた けしゃけっくうっ 
すさっぉせのすしは しっさぬひいくにっ しさっょしすゃぇ. 
〈ぇお つすけ うょっは ねおしこかせぇすぇちうう おけかけょ-
ちっゃ, さけょくうおけゃ, しおゃぇあうく さけょうかぇしぬ 
くっ くぇ こせしすけき きっしすっ. ¨くぇ けぉさっかぇ 
さっぇかぬくけっ ゃけこかけとっくうっ ゃ けぉかぇしす-
くけえ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ちっかっゃけえ 
こさけゅさぇききっ こけ うしこけかぬいけゃぇくうの, けた-
さぇくっ う けぉせしすさけえしすゃせ うしすけつくうおけゃ 
くっちっくすさぇかういけゃぇくくけゅけ ゃけょけしくぇぉ-
あっくうは, せすゃっさあょひくくけえ ゃ そっゃさぇかっ 
2001 ゅけょぇ. ′ぇ っひ けしくけゃっ ゃけいくうお-
かけ てうさけおけっ くぇさけょくけっ ょゃうあっくうっ 
し こさけしすにき う ひきおうき くぇいゃぇくうっき 
«[けょくうおう», ゃ おけすけさけっ ゃおかのつう-
かうしぬ しゃっさょかけゃつぇくっ – けす ゃにしけおうた 
つうくけゃくうおけゃ ょけ ょっさっゃっくしおうた さっぉは-
すうてっお. 

‶けつすう くぇ しすぇさすっ さけょうかぇしぬ すさぇ-
ょうちうは けしゃはとぇすぬ けぉせしすさけっくくにっ 
こさうさけょくにっ うしすけつくうおう. ‶けょょっさあぇ-
かう こけつうく う ぉっさひいけゃしおうっ しゃはとっく-
くけしかせあうすっかう. 〈ぇおうっ «しすせょっくちに» 
あせさつぇす ゃ ]ぇさぇこせかおっ, ]すぇさけこにて-
きうくしおっ. ] ゃけししすぇくけゃかっくくにきう さけょ-
くうおぇきう きに ゃしすさっすうかう 65-かっすうっ 
‶けぉっょに う ╂けょ せつうすっかは, う さぇししおぇ-
いぇかう けぉ ねすけき くぇてうき つうすぇすっかはき.  
╆ぇ ゃさっきは ょっえしすゃうは こさけゅさぇききに ゃ 
けぉかぇしすう けぉせしすさけっくけ ぉけかっっ すさひた 
すにしはつ うしすけつくうおけゃ. ]ゃけの かっこすせ ゃ 
しすけかぬ ぉかぇゅけさけょくけっ ょっかけ ゃくっしかう 
う ぉっさっいけゃつぇくっ: ゃ けおさせゅっ いぇ ょっ-
しはすぬ かっす こけかせつうかう ゃすけさせの あういくぬ 
80 おかのつっえ う おけかけょちっゃ. 〈けかぬおけ ゃ 
こさけてかけき ゅけょせ ぉにかう さっしすぇゃさうさけ-
ゃぇくに すさう うしすけつくうおぇ: ょゃぇ おけかけょちぇ 
う けょうく さけょくうお. ╋っしすくにえ ぉのょあっす 
こさっょけしすぇゃうか くぇ ねすけ 100 すにしはつ 

させぉかっえ こかのし 180 すに-
しはつ くぇ うししかっょけゃぇくうっ 
ゃけょに, っとひ 46 すにしはつ 
ょけぉぇゃうかぇ けぉかぇしすくぇは 
おぇいくぇ. 

]ゃけえ こっさゃにえ おけ-
かけょっち ゃ こさけてかけき 
ゅけょせ けすさっきけくすうさけ-
ゃぇか くぇ せかうちっ ╅っかっい-
くけょけさけあくけえ, つすけ ゃ 
こけしひかおっ ╉ぇきっくくけき, 
こさっょこさうくうきぇすっかぬ ┿. 
′うおけかぇっくおけ. ╇ょっの 
させおけゃけょうすっかは こけょ-
ょっさあぇか ゃっしぬ おけか-
かっおすうゃ «〉おすせしぇ», 
すっき ぉけかっっ つすけ さぇ-
ぉけすくうおう おけきこぇくうう 
ぉっさせす  ゃけょせ ょかは こう-
すぬは ゃ くひき おさせゅかにえ 

ゅけょ: けくぇ くっ いぇきっさいぇっす う いうきけえ.  
╉ぇお しけけぉとうか くぇき ┿かっおしぇくょさ ╇ゃぇ-
くけゃうつ,  けく くっ こさけすうゃ こさうゃっしすう ゃ 
こけさはょけお う ょさせゅうっ おけかけょちに, すっき 
ぉけかっっ つすけ ゃ ╋けくっすくけき うた くっきぇかけ, 
つぇしすぬ あっ  くぇたけょうすしは ゃ ゃっしぬきぇ こかぇ-
つっゃくけき しけしすけはくうう.

╁ ╊けしうくけき くっ こっさゃにえ ゅけょ いぇくう-
きぇっすしは  おけかけょちぇきう «うくょうゃうょせぇか»  
╁. ╉ぇかぇてくうおけゃ. ╃けきけえ しけ しなっいょぇ 
ぉっさっいけゃつぇくっ こさうゃっいかう ╀かぇゅけょぇさ-
しすゃっくくにっ こうしぬきぇ こさぇゃうすっかぬしすゃぇ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう う きうくう-
しすっさしすゃぇ こさうさけょくにた さっしせさしけゃ. ┿, 
ゅかぇゃくけっ, ゃいさけしかにっ う ょっすう いぇさはょう-
かうしぬ くけゃけえ こけさちうっえ ねくすせいうぇいきぇ. 
╉ぇお おさせゅう こけ ゃけょっ さぇしたけょはすしは うょっう 
こさけゅさぇききに «[けょくうおう», ゃしひ ぉけかぬてっ 
せつぇしすくうおけゃ ゃしすぇひす ゃ さはょに ょゃうあっ-
くうは, すった, おすけ かのぉうす くっ くぇ しかけゃぇた, ぇ 
くぇ ょっかっ しゃけの  きぇかせの さけょうくせ.

╉¨[¨〈╉¨
╀かぇゅけこけかせつくけ こっさっいうきけゃぇか こうすけきくうお ╂〉]¨ «╀っさひいけゃしおけっ かっしくうつっしすゃけ»: しぇあっくちに ゃにあうかう ぉかぇゅけょぇさは ゃに-

しけおけきせ しくっあくけきせ こけおさけゃせ う おぇつっしすゃっくくけえ  けしっくくっえ けぉさぇぉけすおっ たうきうおぇすぇきう. ╁ ねすう ょくう うょひす ゃにおけこおぇ おさけ-
てっつくにた しけしっく う っかっえ. ╇た すせす あっ いぇぉうさぇのす せつぇしすおけゃにっ かっしくうつっしすゃぇ  う ぇさっくょぇすけさに, つすけぉに くぇつぇすぬ こけしぇょおせ ゃ 
]ぇさぇこせかおっ, ╊けしうくけき, ╋けくっすくけき, 【うかけゃおっ, ]すぇさけこにてきうくしおっ.

‶¨ ]╇╂′┿╊〉 』╇〈┿〈╄╊ぅ

ÀÂÒÎÌÎÉÊÎÉ ÏÎ ÝÊÎËÎÃÈÈ
ぅ, あうすっかぬくうちぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ, さっゅせかはさくけ っいあせ くぇ 

ぇゃすけぉせしっ ょけ ′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. ╋けひ 
ゃくうきぇくうっ こさうゃかっおかぇ ぇゃすけきけえおぇ, けさゅぇくういけゃぇくくぇは ゃ 
ゅぇさぇあっ つぇしすくけゅけ ょけきぇ くぇ せかうちっ 』ぇこぇっゃぇ, 14. 《せくお-
ちうけくうさせっす けくぇ し きぇは 2010 ゅけょぇ. ‶けくぇつぇかせ こさけしすけ 
ゃ しぇさぇっ, ぇ こけすけき せあっ ょかは くっひ ぉにか こけしすさけっく しこっ-
ちうぇかぬくにえ ゅぇさぇあ う いぇちっきっくすうさけゃぇく こけょなっいょ, せょけぉ-
くにえ ょかは きぇてうく. ╉ぇあょにえ ゃっつっさ いょっしぬ きけのす つぬの-すけ 
きぇてうくせ, ぇ っとひ くっしおけかぬおけ ぇゃすけ せ ねすけゅけ ゅぇさぇあぇ ゃ 
けつっさっょう. [はょけき – しぇきけょっかぬくぇは すぇぉかうつおぇ し くっぇお-
おせさぇすくけえ くぇょこうしぬの, しょっかぇくくけえ いっかひくけえ おさぇしおけえ, 
– «┿ゃすけきけえおぇ».

╋くっ しすぇかけ うくすっさっしくけ: くっせあっかう ゃ つぇしすくけき しっおすけ-
さっ きけあくけ けさゅぇくういけゃにゃぇすぬ ぇゃすけきけえおう, ゃっょぬ さはょけき 
けゅけさけょに, ゅさはいくぇは ゃけょぇ うょひす ゃ ゅさせくす, う こけすけき かのょう 
っょはす けゃけとう, そさせおすに, おけすけさにっ ゃにさけしかう くぇ しすけおぇた. 
‶けいゃけくうかぇ ゃ [けしこけすさっぉくぇょいけさ さぇょう うくすっさっしぇ. ′ぇ 
いゃけくけお けすゃっすうか しぇき ゅかぇゃゃさぇつ. ′ぇ きけえ ゃけこさけし: «┿ 
っしすぬ かう さぇいさってっくうっ [けしこけすさっぉくぇょいけさぇ せ ょぇくくけえ 
ぇゃすけきけえおう?» けすゃっす ぉにか すぇおけえ: «[ぇいさってっくうは くっす くう 
せ けょくけえ ぇゃすけきけえおう ゅけさけょぇ. ′け っしかう ゃぇし つすけ-すけ くっ 
せしすさぇうゃぇっす, こうてうすっ いぇはゃかっくうっ, う すけかぬおけ すけゅょぇ きに 
ぉせょっき さぇいぉうさぇすぬしは!» 

]っえつぇし ゃっしくぇ, ゃけおさせゅ ゅさはいぬ, ぇゃすけかのぉうすっかう いぇ-
ぉけすはすしは け つうしすけすっ しゃけうた ぇゃすけ, ゃ きけえおぇた けつっさっ-

ょう, ぇ しすさぇょぇのす しけしっょう けす くぇこかにゃてっえ ゅさはいうとう. 
‶けつっきせ すぇおけえ こさけういゃけか ゃ ゅけさけょっ う ゃしっ けぉ ねすけき 
きけかつぇす, おけきせ ねすけ ゃにゅけょくけ?

] せゃぇあっくうっき, ¨かぬゅぇ
‶うしぬきけ つうすぇすっかぬくうちに きに こっさっしかぇかう ゃ 

こさけおせさぇすせさせ ゅけさけょぇ. ╇ くっょぇゃくけ こけかせつう-
かう すぇおけえ けすゃっす けす いぇきっしすうすっかは こさけおせさけさぇ 
┿かひくに [ぇつひゃけえ.

«‶け けぉさぇとっくうの けぉ けさゅぇくういぇちうう くっいぇおけくくけえ ぇゃ-
すけきけえおう ゃ ゅぇさぇあっ せ あうかけゅけ ょけきぇ くぇ せかうちっ 』ぇこぇっ-
ゃぇ, 14, ぉにかけ くぇこさぇゃかっくけ すさっぉけゃぇくうっ ゃ ¨╁╃ こけ ╀っ-
さひいけゃしおけきせ け こさけゃっょっくうう こさけゃっさおう. ′ぇ けしくけゃぇくうう 
うくそけさきぇちうう, こけかせつっくくけえ うい けすょっかぇ ゃくせすさっくくうた ょっか, 
しけけぉとぇの, つすけ ゃ たけょっ こさけゃっさおう しけすさせょくうおぇきう きうかう-
ちうう こけ ゃにてっせおぇいぇくくけきせ ぇょさっしせ ゃにはゃかっく そぇおす こさっょ-
こさうくうきぇすっかぬしおけえ ょっはすっかぬくけしすう ぉっい ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 
さっゅうしすさぇちうう ゃ おぇつっしすゃっ うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ こさっょこさう-
くうきぇすっかは うかう のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ. 

 ‶け そぇおすぇき ゃにはゃかっくくにた くぇさせてっくうえ しけしすぇゃかっく 
こさけすけおけか 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, 
こさっょせしきけすさっくくけき つ. 1 しす. 14.1 おけょっおしぇ [《 けぉ ぇょきう-
くうしすさぇすうゃくにた こさぇゃけくぇさせてっくうはた. ‶さけすけおけか くぇこさぇゃ-
かっく くぇ さぇししきけすさっくうっ きうさけゃけきせ しせょぬっ ╀╂¨». 

╉ぇお しけけぉとうかう くぇき ゃ しせょっ, ょっかけ ぉせょっす さぇししきけすさっくけ 
しさぇいせ こけしかっ こっさゃけきぇえしおうた こさぇいょくうおけゃ.  

╇. ′うおけかぇっくおけ

ぃくにっ しぇさぇこせかぬちに 
し ╇. ╉ぇさこけゃにき
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ТРАВЕНЬ 
6 きぇは. ╇けゃ-さけしっくくうお, けゅせさっつ-

くうお. ╇けゃ-さけしっくくうお さけしに さぇしこせ-
しすうか. ╀けかぬてぇは さけしぇ う はしくにえ ょっくぬ 
けぉっとぇかう たけさけてうえ せさけあぇえ くぇ けゅせさ-
ちに. ╁ ねすけす あっ ょっくぬ しっはかう ゅけさけた.

9 きぇは. ′うおけかぬとうくぇ. ¨ょくぇ うい 
ゃぇあくっえてうた ぇゅさぇさくにた ょぇす. ′ぇてう 
こさっょおう こさうゅけゃぇさうゃぇかう ゃ ねすけす ょっくぬ: 
«╁っかうおぇ きうかけしすぬ ぉけあぬは, おけかう くぇ 
′うおけかせ ょけあょぬ こけえょひす. ‶さうてひか ぉに 
′うおけかぇ, ぇ すっこかけ ぉせょっす». ′ぇしすせこぇかぇ 
こけさぇ こけしぇょおう おぇさすけそっかは.

11 きぇは. ╋けおっえ. ╋けおさけ くぇ ╋けおっは 
– あょう かっすぇ っとひ きけおさっっ. ╄しかう ゃけし-
たけょ しけかくちぇ ぉぇゅさはくにえ, ぇ ょくひき ょけあょぬ 
– お きけおさけきせ, ゅさけいけゃけきせ かっすせ.

12 きぇは. ╄こうそぇく. ‶さうきっつぇかう 
おさっしすぬはくっ: っしかう せすさけ くぇ ╄こうそぇくぇ 
ゃ おさぇしくけき おぇそすぇくっ, すけ かっすけ ぉせょっす 
こけあぇさくけっ.

15 きぇは. ‶さうてひか ‶ぇたけき – いぇこぇた-
かけ すっこかけき. ′ぇ ‶ぇたけきぇ すっこかけ – ゃしひ 
かっすけ すひこかけっ.

18 きぇは. ╉けかう くぇ 《っょけすぇ くぇ 
ょせぉせ きぇおせておぇ し けこせておけえ, ぉせょってぬ 
きっさはすぬ けゃひし おぇょせておけえ.

25 きぇは. ′ぇつうくぇかぇしぬ いぇゅけすけゃおぇ 
かっおぇさしすゃっくくにた すさぇゃ. ] ╇ゃぇくけゃぇ ょくは 
こけてかう きっょゃはくにっ (はょけゃうすにっ) さけしに.

ËÓÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÍÀ ÌÀÉ

『╁╄〈′╇╉

ËÅËÅÅÌ ËÈËÈÈ

╊╇╊╇╇ くぇ こさけすはあっくうう きくけゅうた ゃっおけゃ かのぉうきに くぇさけょぇきう 
きうさぇ いぇ くぇさはょくにっ, ういはとくにっ ちゃっすおう う うた こさうはすくにえ ぇさけきぇす. 

╊うかうう うしこけかぬいけゃぇかうしぬ おぇお こうとっゃにっ, かっつっぉくにっ う ょっおけさぇすうゃくにっ 
さぇしすっくうは, せおさぇてぇゃてうっ ょゃけさちに う たさぇきに. ¨ かうかうはた しかぇゅぇかうしぬ かっ-
ゅっくょに う こっしくう, ういけぉさぇあっくうは かうかうえ つぇしすけ ゃしすさっつぇかうしぬ ゃ さぇいくけけ-
ぉさぇいくにた こさけういゃっょっくうはた うしおせししすゃぇ. ]っえつぇし ねすけす さけしおけてくにえ ちゃっ-
すけお かのぉけえ しぇょけゃけょ きけあっす ゃにさぇしすうすぬ くぇ しゃけひき せつぇしすおっ.

╄しかう かせおけゃうちに かうかうえ おせこかっくに 
さぇくくっえ ゃっしくけえ, すけ ょけ こけしぇょおう うた たさぇ-
くはす ゃ くうあくっき けすょっかっくうう たけかけょうかぬ-
くうおぇ (こさう すっきこっさぇすせさっ つせすぬ ゃにてっ 
くせかは ゅさぇょせしけゃ) ゃ こけかうねすうかっくけゃけき 
こぇおっすっ し ょにさけつおぇきう, いぇこけかくっくくけき 
しそぇゅくせきけき うかう しせたうき ゃっさたけゃにき すけさ-
そけき. ╉ぇお こさぇゃうかけ, ゃ すぇおうた せしかけゃうはた 
たさぇくっくうは かせおけゃうちに かうかうえ くっ けぉさぇいせ-
のす おさせこくけゅけ さけしすおぇ (ぉけかっっ 5 しき). ╇た 
きけあくけ ゃにしぇあうゃぇすぬ ゃ こかひくけつくせの すっ-
こかうちせ, ゃ ゅけさておう うかう こかぇしすうおけゃにっ ぉせ-
すにかおう, こさっょけたさぇくはは けす いぇきけさけいおけゃ.

 ¨つっくぬ ゃぇあくけ こさぇゃうかぬくけ こさけうい-
ゃっしすう こけしぇょおせ, つすけ ゃ ょぇかぬくっえてっき 
ういぉぇゃうす けす きくけゅうた こさけぉかっき.  ╊せおけ-
ゃうちに きけあくけ ゃにしぇあうゃぇすぬ けしっくぬの う 
ゃっしくけえ.  ‶さけういゃけょうすぬ こけしぇょおせ かうかうえ 
ゃっしくけえ しかっょせっす  おぇお きけあくけ さぇくぬてっ 
– ゃ しぇきけき くぇつぇかっ こけはゃかっくうは ゃしたけ-
ょけゃ, すぇお おぇお きけかけょにっ しすっぉかう ゃっしくけえ 
ぉにゃぇのす けつっくぬ たさせこおうきう う ぉにしすさけ 
かけきぇのすしは.  ╁ けすおさにすにえ ゅさせくす さぇし-
すっくうは きけあくけ こっさっしぇあうゃぇすぬ ゃきっしすっ 
し おけきけき いっきかう すけかぬおけ こけしかっ けおけく-
つぇくうは ゃっしっくくうた いぇきけさけいおけゃ. ╄しかう 
かせおけゃうちぇ おせこかっくくけえ ゃっしくけえ かうかうう 
うきっっす しかうておけき ぉけかぬてけえ さけしすけお, すけ 
こけしぇょうすぬ っひ くぇょけ くぇおかけくくけ.

╃かは こけしぇょおう けすぉうさぇのす かせおけゃうちに 
し たけさけてけ しけたさぇくうゃてうきうしは おけさくはきう 
う せこさせゅうきう つってせえおぇきう. ╄しかう あっ ゃに 
こさうけぉさっかう こけょしせてっくくにえ こけしぇょけつ-
くにえ きぇすっさうぇか, くっけぉたけょうきけ くっこけ-
しさっょしすゃっくくけ こっさっょ ゃにしぇょおけえ いぇきけ-
つうすぬ かせおけゃうちに ゃ ゃけょっ, ぇ っとひ かせつてっ 
ゃ 0,2%-くけき さぇしすゃけさっ そせくょぇいけかぇ. ┿ 
こっさっょ いぇきぇつうゃぇくうっき せょぇかうすっ けすきっさ-
てうっ おけさくう う こけゃさっあょひくくにっ すおぇくう.

╊うかうはき  くせあくぇ こけつゃぇ, つうしすぇは けす 
しけさくはおけゃ, さにたかぇは, こうすぇすっかぬくぇは う  
ゃけょけこさけくうちぇっきぇは. ぁすう ちゃっすに たけさけ-
てけ さぇしすせす すけかぬおけ ゃ しゃっあっえ, つうしすけえ 
こけつゃっ. ╁にぉうさぇは せつぇしすけお こけょ かうかうう, 
けぉさぇすうすっ ゃくうきぇくうっ くぇ すけ, おぇおうっ さぇし-
すっくうは ゃにさぇとうゃぇかうしぬ いょっしぬ さぇくぬてっ. 
╊せつてうきう こさっょてっしすゃっくくうおぇきう ぉせょせす 
ぉけぉけゃにっ おせかぬすせさに う けょくけかっすくうっ 

ちゃっすに (こっすせくうう, そうぇかおう, かぬゃうくにえ 
いっゃ), いぇ うしおかのつっくうっき ぇしすさ. 〈ぇおあっ 
きけあくけ ゃにさぇとうゃぇすぬ かうかうう こけしかっ くっ-
おけすけさにた けゃけとっえ (さっょうしぇ, しぇかぇすぇ, 
けゅせさちけゃ, おぇこせしすくにた), くけ っしかう くぇ ねすけき 
きっしすっ さけしかう かせお, つっしくけお うかう いっきかはくう-
おぇ,  すけ すさう ゅけょぇ こさうょひすしは けぉけあょぇすぬ.

ぁすう ちゃっすに  くっ こっさっくけしはす いぇしすけは 
ゃけょに. 〈させぉつぇすにっ う ぉけかぬてうくしすゃけ 
ぇいうぇすしおうた かうかうえ ゃにさぇとうゃぇのす くぇ けす-
おさにすにた きっしすぇた, くけ  かひゅおぇは すっくぬ うき くっ 
こけゃさっょうす. ′け くっ しすけうす しぇあぇすぬ かうかうう  
ぉかういおけ お ょっさっゃぬはき, ゅょっ こけつゃぇ ぉにゃぇっす 
こけょしせてっくくけえ う しうかぬくけ いぇすっくひくくけえ.

╊せおけゃうちに ゃにしぇあうゃぇのす すぇお, つすけ-
ぉに こかけとぇょぬ こうすぇくうは ょかは おぇあょけゅけ 
さぇしすっくうは しけしすぇゃかはかぇ こさうぉかういう-
すっかぬくけ 20た30 しき. ぁすう ちうそさに きけゅせす 
おけかっぉぇすぬしは ゃ てうさけおうた こさっょっかぇた ゃ 
いぇゃうしうきけしすう けす ゃうょぇ, しけさすぇ, けしけ-
ぉっくくけしすっえ さけしすぇ かうかうえ う ょさせゅうた 
こさうつうく. ′ぇこさうきっさ, こさう ゅさせここけゃにた 
こけしぇょおぇた かうかうう しぇあぇのす ぉかうあっ ょさせゅ 
お ょさせゅせ, けしすぇゃかはは ょけこけかくうすっかぬくけっ 
こさけしすさぇくしすゃけ ゃけおさせゅ ゅさせここに.

╂かせぉうくぇ こけしぇょおう いぇゃうしうす けす さぇい-
きっさぇ かせおけゃうちに う すうこぇ こけつゃに. ¨くぇ 
しけしすぇゃかはっす ょゃっ-すさう ゃにしけすに かせおけゃう-
ちに, しつうすぇは けす っひ ゃっさたせておう ょけ こけ-
ゃっさたくけしすう こけつゃに, すけ っしすぬ ゃ しさっょくっき 
15-25 しき. ′ぇ かひゅおうた こけつゃぇた しぇあぇのす 
つせすぬ ゅかせぉあっ, くぇ ゅかうくうしすにた – くぇ-
けぉけさけす. ╂かせぉうくぇ こけしぇょおう いぇゃうしうす けす 
さぇいきっさぇ かせおけゃうち う きったぇくうつっしおけゅけ 
しけしすぇゃぇ こけつゃに. ′ぇ かひゅおうた こっしつぇくにた 
こけつゃぇた しぇあぇのす ゅかせぉあっ, くぇ すはあひかにた 
ゅかうくうしすにた – きっかぬつっ.

  ╁にしぇあうゃぇのす ゃ ゃけさけくおう うかう かせくおう 
くぇ ゅかせぉうくせ ゃ ょゃぇ-すさう さぇいぇ ぉけかぬてせの 
ゃにしけすに かせおけゃうちに, しつうすぇは けす ゃっさたせて-
おう かせおけゃうちに ょけ こけゃっさたくけしすう こけつゃに.

¨ょくけ うい しぇきにた ゃぇあくにた せしかけゃうえ 
こさう こけしぇょおっ う こっさっしぇょおっ かうかうえ – 
ねすけ しけたさぇくっくうっ かせおけゃうちに う おけさくっえ 
ゃ しゃっあっき しけしすけはくうう,  くっ ょけこせしおぇは 
うた こけょしせてうゃぇくうは. ‶けしかっ こけしぇょおう 
こけつゃせ きせかぬつうさせのす すけさそけき, こっさっ-
ゅくけっき. 

]┿╃, ¨╂¨[¨╃

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

┰┷┯╀┻┬┴┲┦┮┤ ┬ ┷┨┲┥┴┩┱┬┩
‶けつゃせ ゃ しぇょせ くっけぉたけょうきけ こけょょっさ-

あうゃぇすぬ ゃ さにたかけき しけしすけはくうう, つうしすけえ 
けす しけさくはおけゃ, おけすけさにっ しかっょせっす せょぇ-
かはすぬ ゃ きけかけょけき ゃけいさぇしすっ, くっ ょぇゃぇは 
うき けしっきっくはすぬしは. 〈ぇおけえ しけさくはお おぇお 
きけおさうちぇ しこけしけぉっく さぇいきくけあぇすぬしは くっ 
すけかぬおけ けす しっきはく, くけ う ゃっゅっすぇすうゃくけ 
(けす せおけさっくっくうは しすっぉかっえ), こけねすけきせ 
っゅけ くぇょけ すとぇすっかぬくけ ゃにぉうさぇすぬ うい 
こけつゃに.

‶さけゃっょうすっ きせかぬつうさけゃぇくうっ おせ-
しすぇさくうおけゃ, こかけょけゃにた ょっさっゃぬっゃ, 
きくけゅけかっすくうた ちゃっすけゃ. ╋せかぬつうさけゃぇすぬ 
きけあくけ しゃっあうき おけきこけしすけき, こっさっゅくけ-
っき, たけさけてっえ しぇょけゃけえ いっきかひえ. ╋せかぬ-
つぇ せかせつてうす しけしすぇゃ こけつゃに う はゃうすしは 
こさっおさぇしくにき せょけぉさっくうっき, しけょっさあぇ-
とうき ゃしっ こけかっいくにっ ゃっとっしすゃぇ.

╁ きぇっ こさけょけかあぇのす ゃっしすう ぉけさぬぉせ し 
ゃさっょうすっかはきう う ぉけかっいくはきう しぇょぇ. 』すけ 
おぇしぇっすしは こかけょけゃにた ょっさっゃぬっゃ う おせ-
しすぇさくうおけゃ, すけ けこさにしおうゃぇくうっ うた はょけ-
たうきうおぇすぇきう ょけかあくけ こさけういゃけょうすぬしは 
こけ きっさっ くっけぉたけょうきけしすう. ╁け ゃさっきは 
ちゃっすっくうは けこさにしおうゃぇすぬ はょけたうきうおぇ-
すぇきう おぇすっゅけさうつっしおう いぇこさっとぇっすしは, 
つすけぉに くっ こけすさぇゃうすぬ こつひか. 

‶けこさけぉせえすっ いぇとうとぇすぬ さぇしすっくうは 
けす ゃさっょうすっかっえ う ぉけかっいくっえ, こけかぬ-
いせはしぬ ぉっいゃさっょくにきう くぇしすけはきう たゃけう, 
おぇかっくょせかに, けょせゃぇくつうおぇ, つっしくけおぇ, 
ゅけさつうちに. ╃かは せこかけすくひくくけゅけ しぇょぇ 
ねすけ かせつてうえ しこけしけぉ けぉさぇぉけすおう.

┳┲┵┩┦ ┬ ┳┲┵┤┨┮┤
╋ぇえ – ゃさっきは うくすっくしうゃくけゅけ こけしっゃぇ 

う こけしぇょおう けゃけとくにた う ょっおけさぇすうゃくにた 
おせかぬすせさ.

╄しかう こけいょくはは ゃっしくぇ こけきってぇかぇ 
ゃぇき こけしぇょうすぬ けゃけとくにっ おせかぬすせさに ゃ 
おけくちっ ぇこさっかは, こっさっょゃうくぬすっ ゅさぇそうお 
うた こけしぇょおう くぇ きぇえ. ′せ, ぇ ゃ しかせつぇっ 
すひこかけゅけ ぇこさっかは ゃに, おけくっつくけ, ねすせ さぇ-
ぉけすせ しょっかぇかう ゃ こさけてかけき きっしはちっ. ╇ 
しっえつぇし けしすぇひすしは こさけさゃぇすぬ いぇゅせとっく-
くにっ ゃしたけょに かせおぇ, しぇかぇすぇ う ょさせゅうた 
いっかひくにた おせかぬすせさ. ╁けいきけあくけ, せ ゃぇし 
せあっ こけしこっかう さぇくくうえ さっょうし, とぇゃっかぬ, 
いっかひくにえ しぇかぇす, せおさけこ, かせお. 〈け-すけ 
さぇょけしすう!

╉けゅょぇ こけさぇ ゃけいゃさぇすくにた いぇきけさけい-
おけゃ きうくせっす, こけょけえょひす ゃさっきは きぇし-
しけゃにた こけしっゃけゃ ゃ けすおさにすにえ ゅさせくす. 
]さけおう こけしっゃぇ う こけしぇょおう けゃけとくにた 
おせかぬすせさ きけあくけ こさうぉかういうすっかぬくけ 

けこさっょっかうすぬ こけ くぇさけょくにき こさうきっすぇき.
‶さけょけかあぇえすっ せたけょ いぇ さぇししぇょけえ 

こけきうょけさけゃ う ょさせゅうた おせかぬすせさ. ‶けさぇ 
しっはすぬ しっきっくぇ けゅせさちけゃ, ょにくぬ, ぇさぉせ-
いけゃ くぇ さぇししぇょせ ゃ ゅけさてけつおう.

╁ おけくちっ きぇは きけあくけ ゅけすけゃうすぬ こけ-
つゃせ こけょ さぇししぇょくにっ おせかぬすせさに; こっさっ-
おけこぇすぬ, ゃくっしすう せょけぉさっくうは, こけょゅけすけ-
ゃうすぬ かせくおう. 

‶さう ぉかぇゅけこさうはすくにた こけゅけょくにた せし-
かけゃうはた ゃ おけくちっ きっしはちぇ きけあくけ ゃにしぇ-
ょうすぬ くっぉけかぬてけっ おけかうつっしすゃけ さぇししぇ-
ょに こけきうょけさけゃ ゃ さぇしつひすっ 
くぇ たけさけてっっ せおさにすうっ ゃ 
しかせつぇっ いぇきけさけいおぇ.

┨┩┴┩┦╀╃ 
┬ ┮┷┵┶┤┴┱┬┮┬

«ぅぉかけくう ゃ ちゃっすせ – 
おぇおけっ つせょけ!» – こけひすしは 
ゃ こっしくっ. ′け こさっあょっ 
つっき ゃぇて しぇょ せすけくっす ゃ 
ぉっかけこっくくにた ゃけかくぇた, 
ゃぇし あょひす きくけゅけ さぇぉけ-
すに, しゃはいぇくくけえ し きぇえ-
しおうきう すひこかにきう ょっくぬ-
おぇきう.

‶さっあょっ ゃしっゅけ くっけぉたけ-
ょうきけ いぇおけくつうすぬ けぉさっいおせ; 
ゃくっしすう ぇいけすくにっ せょけぉさっ-
くうは; こさけゃっしすう ょゃぇ けこさに-
しおうゃぇくうは – こけ しこはとうき こけつおぇき う ゃ 
そぇいせ さけいけゃけゅけ ぉせすけくぇ けす ゃさっょうすっ-
かっえ う ぉけかっいくっえ; こさけういゃっしすう こけしぇょ-
おせ ょっさっゃぬっゃ う おせしすぇさくうおけゃ.

』すけぉに かっすけき こけょ すはあっしすぬの せさけ-
あぇは こけぉっゅう きぇかうくに くっ こけかっゅかう う 
くっ しかけきぇかうしぬ, うた ょけ ちゃっすっくうは こけょ-
ゃはいにゃぇのす. ╁ こさぇおすうおっ しぇょけゃけょに 
こさうきっくはのす てこぇかっさくにえ, ゃっっさくにえ 
う おけかけゃにえ しこけしけぉに こけょゃはいおう. ‶さう 
てこぇかっさくけき しこけしけぉっ (ねすけ かせつてうえ 
しこけしけぉ) ゃょけかぬ さはょけゃ こけ せしすぇくけゃかっく-
くにき しすけかぉぇき くぇすはゅうゃぇのす ょゃぇ-すさう 
さはょぇ こさけゃけかけおう, お おけすけさにき こけょ-
ゃはいにゃぇのす こけぉっゅう きぇかうくに. ‶さう ゃっ-
っさくけき しこけしけぉっ し ょゃせた しすけさけく おせしすぇ 
いぇぉうゃぇのす おけかぬは ゃにしけすけえ 1,2-2 き, お 
おぇあょけきせ おけかせ ゃっっさけき こさうゃはいにゃぇのす 
こけ こけかけゃうくっ ょゃせた しけしっょくうた おせしすけゃ 
きぇかうくに. ‶さう おけかけゃけき しこけしけぉっ ゃっす-
ゃう おせしすぇ こけょゃはいにゃぇのす お おけかせ, ゃぉう-
すけきせ ゃけいかっ ちっくすさぇ おせしすぇ.

╁ きぇっ くっさっょおけ ぉにゃぇのす いぇきけさけいおう, 
こけねすけきせ くっけぉたけょうきけ ゃくうきぇすっかぬくけ 
しかっょうすぬ いぇ ういきっくっくうはきう すっきこっさぇ-

すせさに ゃけいょせたぇ. ╁ しかせつぇっ くせあょに さぇい-
あっつぬ ょにきけゃにっ おけしすさに, つすけぉに いぇとう-
すうすぬ ちゃっすおう こかけょけゃにた ょっさっゃぬっゃ けす 
いぇきけさけいおけゃ. ╃にきかっくうっ こさけゃけょはす う 
くぇ こかぇくすぇちうはた いっきかはくうおう, すぇお おぇお 
けす ゃっしっくくうた いぇきけさけいおけゃ しすさぇょぇ-
のす しぇきにっ こっさゃにっ ちゃっすおう, ょぇのとうっ 
くぇうぉけかっっ おさせこくにっ う さぇくくうっ はゅけょに. 
╁ たけかけょくにっ ゃっつっさぇ さはょに いっきかはくう-
おう せおさにゃぇのす こかけすくけえ ぉせきぇゅけえ うかう 
たけすは ぉに ゅぇいっすぇきう.

┫┨┲┴┲┦╀┩ ┴┤┵┶┩┱┬┭ 
] こさうたけょけき ゃっしくに ゃしひ ゃ こさう-

さけょっ けあうゃかはっすしは, ゃ すけき つうしかっ う 
しぇょけゃにっ ゃさっょうすっかう, ゃうさせしに, ぉぇお-
すっさうう う ゅさうぉおう. ╄しかう ゃに いぇきっつぇ-
っすっ しかっょに ゅさうぉおけゃにた こけさぇあっくうえ 
くぇ さけいぇた う そさせおすけゃにた ょっさっゃぬはた 
(さあぇゃにっ うかう つひさくにっ こはすくぇ くぇ 
かうしすぬはた う しすっぉかはた, せゃはょぇのとうっ 
う いぇしにたぇのとうっ こけぉっゅう), こさけゃっ-
ょうすっ くっしおけかぬおけ こけしかっょけゃぇすっかぬ-
くにた けこさにしおうゃぇくうえ しこっちうぇかぬくに-
きう しさっょしすゃぇきう ぉうけかけゅうつっしおけゅけ 
おけくすさけかは.

╀けかぬてけえ ゃさっょ かうしすぬはき きくけゅうた 
ょっおけさぇすうゃくにた う しなっょけぉくにた さぇし-
すっくうえ くぇくけしはす しかういくう, おけすけさにっ 
けあうゃぇのす ゃっしくけえ う けしけぉっくくけ おけき-
そけさすくけ しっぉは つせゃしすゃせのす ゃ しにさせの 
こけゅけょせ. ╄しかう こけかけあうすぬ しすぇさせの 
こかうすおせ さはょけき し うた ういかのぉかっくくに-
きう おせかぬすせさぇきう, すけ けつっくぬ しおけさけ 
こけょ くっえ きけあくけ ぉせょっす けぉくぇさせ-
あうすぬ ちっかけっ しおけこかっくうっ しかういくっえ. 
[っゅせかはさくけ しくうきぇえすっ うた し こかうすおう 
う しさぇいせ あっ けすこさぇゃかはえすっ ゃ おけき-
こけしすくにえ ぉぇお.

‶っさうけょうつっしおう こさけゃっさはえすっ かう-
かっえくにっ おせかぬすせさに (かうかうう, さはぉ-
つうおう う ょさ.) くぇ こさっょきっす あせおぇ-かう-
かっえくうおぇ, けく けつっくぬ ゃさっょけくけしっく. 
╊うかっえくうおけゃ しかっょせっす しさぇいせ あっ 
そういうつっしおう せくうつすけあぇすぬ う しけぉう-
さぇすぬ し こけさぇあひくくにた かうしすぬっゃ けす-
かけあっくくにっ はえちぇ. ╁しっゅょぇ しすぇさぇえ-
すっしぬ うしこけかぬいけゃぇすぬ くぇすせさぇかぬくにっ, 
ねおけかけゅうつっしおうっ しさっょしすゃぇ ぉけさぬ-
ぉに し ゃさっょうすっかはきう う ぉけかっいくは-
きう しぇょぇ.
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╃けかあくうお – けすおさにすけっ ぇおちうけくっさくけっ けぉとっしすゃけ ╀っさっいけゃしおうえ 
けこにすくにえ いぇゃけょ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» (¨╂[′ 1026600667565, ╇′′ 
6604001569, ぇょさっし: 623700, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, 
╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16; こさういくぇくけ ぉぇくおさけすけき さってっくうっき ┿さぉうすさぇあくけゅけ 
しせょぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 19.02.10 ゅ. こけ ょっかせ わ ┿60-21554/09-]11).

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

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ しけけぉとぇっす, つすけ すけさゅう こけ こさけょぇあっ うきせとっしすゃぇ 
ょけかあくうおぇ ゃ そけさきっ ぇせおちうけくぇ, けすおさにすけゅけ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う 
こけ そけさきっ こけょぇつう こさっょかけあっくうは け ちっくっ, くぇいくぇつっくくにっ くぇ 18.04.11 ゅ., 
こさういくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは.

‶け かけすぇき わ 6 – 9 (ゃおかのつうすっかぬくけ) ょけゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう いぇおかのつっく 
し ¨¨¨ «¨こすうきぇ-]けのい» (╇′′/¨╂[′ 6670032400 / 1036603520590; 
ぇょさっし: 624021, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ]にしっさすぬ, せか. ┿くすさけこけゃぇ, 1 
┿), おぇお し っょうくしすゃっくくにき かうちけき, おけすけさけっ ぉにかけ ょけこせとっくけ お せつぇしすうの ゃ 
すけさゅぇた う いぇはゃおう おけすけさけゅけ しけょっさあぇかう こさっょかけあっくうは け ちっくっ こさっょきっすぇ 
すけさゅけゃ くっ くうあっ せしすぇくけゃかっくくけえ くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけょぇあう こけ かけすぇき わ 
6 – 9, ぇ うきっくくけ: 985 921 させぉ. し ′╃].

‶け うきっのとうきしは せ けさゅぇくういぇすけさぇ すけさゅけゃ しゃっょっくうはき いぇうくすっさっしけゃぇくくけしすぬ 
¨¨¨ «¨こすうきぇ-]けのい» こけ けすくけてっくうの お ょけかあくうおせ, おさっょうすけさぇき, 
おけくおせさしくけきせ せこさぇゃかはのとっきせ ょけかあくうおぇ けすしせすしすゃせっす. ¨さゅぇくういぇすけさ 
すけさゅけゃ くっ さぇしこけかぇゅぇっす しゃっょっくうはきう けぉ せつぇしすうう ゃ おぇこうすぇかっ ¨¨¨ 
«¨こすうきぇ-]けのい» ′‶ «¨┿〉 «┿ゃぇくゅぇさょ»; 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 くっ せつぇしすゃせっす ゃ おぇこうすぇかっ ¨¨¨ «¨こすうきぇ-]けのい».

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ しけけぉとぇっす け こさけゃっょっくうう こけゃすけさくにた すけさゅけゃ ゃ 
そけさきっ ぇせおちうけくぇ, けすおさにすけゅけ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う こけ そけさきっ こけょぇつう 
こさっょかけあっくうは け ちっくっ (ょぇかっっ – 〈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):

【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 
15 つ. 08.06.11 ゅ.

‶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 03.05.11 ゅ. こけ 08.06.11 ゅ. ゃ さぇ-
ぉけつうっ ょくう し 9 つ. ょけ 17 つ. くっこけしさっょしすゃっくくけ こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは 
けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16 こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ 
いぇこうしう. ‶けょぇつぇ いぇはゃけお うくにき しこけしけぉけき (こけつすけゃにき けすこさぇゃかっくうっき, こけ-
しさっょしすゃけき そぇおしうきうかぬくけえ しゃはいう う す.こ.) くっ ょけこせしおぇっすしは. ‶さっょかけあっくうは 
け ちっくっ いぇはゃかはのすしは ゃ たけょっ こさけゃっょっくうは 〈けさゅけゃ.

╃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 こさっょしすぇゃうすぬ いぇはゃおせ, しけけすゃっすしすゃせ-
のとせの すさっぉけゃぇくうはき 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. ╆ぇはゃおぇ ょけかあくぇ しけょっさあぇすぬ こさっょかけあっくうっ 
け ちっくっ うきせとっしすゃぇ. ╉ いぇはゃおっ こさうかけあうすぬ: ょけおせきっくすに, こけょすゃっさあょぇのとうっ 
こけかくけきけつうは かうちぇ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ ょっえしすゃうえ けす うきっくう いぇはゃうすっかは. 
╃けこけかくうすっかぬくけ: ょかは のさうょうつっしおうた かうち (うくょうゃうょせぇかぬくにた こさっょこさうくう-
きぇすっかっえ) – ゃにこうしおせ うい ╄╂[ぃ╊ (╄╂[╇‶), ゃにょぇくくせの くっ さぇくっっ 30 ょくっえ 
ょけ きけきっくすぇ こけょぇつう いぇはゃおう; ょかは そういうつっしおうた かうち – おけこうの こぇしこけさすぇ; 
ょかは うくけしすさぇくくけゅけ かうちぇ – くぇょかっあぇとうき けぉさぇいけき いぇゃっさっくくにえ こっさっゃけょ 
くぇ させししおうえ はいにお ょけおせきっくすけゃ け ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ さっゅうしすさぇちうう のさうょう-
つっしおけゅけ かうちぇ (うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ こさっょこさうくうきぇすっかは) ゃ しけけすゃっすしすゃうう し 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ ゅけしせょぇさしすゃぇ. 

‶さっょしすぇゃかっくくにっ けさゅぇくういぇすけさせ すけさゅけゃ いぇはゃおう こけょかっあぇす さっゅうしすさぇ-
ちうう ゃ あせさくぇかっ いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた. ‶け さっいせかぬすぇすぇき さぇししきけすさっ-
くうは こさっょしすぇゃかっくくにた いぇはゃけお けさゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ けそけさきかはっす こさけすけおけか 
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.

[っいせかぬすぇすに 〈けさゅけゃ こけょゃけょはすしは 09.06.11 ゅ. ゃ 11 つ. こけ きっしすせ こさけ-
ゃっょっくうは. ‶けぉっょうすっかっき 〈けさゅけゃ 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 ゃ 
たけょっ 〈けさゅけゃ くぇうぉけかっっ ゃにしけおせの ちっくせ, おけすけさぇは ぉにかぇ くぇいゃぇくぇ けさゅぇくういぇ-
すけさけき 〈けさゅけゃ こけしかっょくっえ.

[っいせかぬすぇすに すけさゅけゃ けそけさきかはのすしは こさけすけおけかけき 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.

╁ すっつっくうっ 5 ょくっえ し ょぇすに こけょこうしぇくうは 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 くぇこさぇゃかはっす こけぉっょうすっかの 
〈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 うきせとっしすゃぇ 
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 〈けさゅけゃ こさっょかけあっくうっき け ちっくっ うきせとっしすゃぇ. 

╁ 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 〈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 うきせとっ-
しすゃぇ. ¨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 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 〈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 ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす», 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 たぇさぇおすっさうしすうおぇきう こさっょきっすぇ すけさゅけゃ う こけかせつうすぬ ょけ-
こけかくうすっかぬくせの うくそけさきぇちうの きけあくけ こけ きっしすせ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ 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.: 892214-88573, 8(34369) 4-61-40.

わ かけすぇ ′ぇうきっくけゃぇくうっ
Íà÷àëüíàÿ öåíà 

ïðîäàæè ëîòà, 

ðóá., ñ ÍÄÑ

1 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ËÈÑÒÎÐÅÇÍÛÉ 16Ê-20 ¹22785 221 082

2 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 1À64 72 064

3 ÑÒÀÍÎÊ ÏÐÎÄÎËÜÍÎ-ÑÒÐÎÃÀËÜÍÛÉ 7110 107 241

4 ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐË.ÌÎÄ(2Ì-57) 48 857

5 ÑÒÀÍÎÊ 3Ì-174 ÊÐÓÃËÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ 92 584

6 Ï/ÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-508 37 498

7 ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÏÄÃ-508 ñ ÂÄÓ 42 653

8 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 95 333

9 ÒÅÐÌÎÏËÀÑÒÀÂÒÎÌÀÒ 85 500

10 ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ 3Á722 47 880

11 ÑÒÀÍÎÊ ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÍÎ-ÐÀÑÒÎ×ÍÎÉ 2À-450 68 400

12 ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ ËØ-156 375 170

13 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÛÉ 16Ê20 95 333

14 ÑÒÀÍÎÊ ÒÎÊÀÐÍÎ-ÂÈÍÒÎÐÅÇÍÛÉ 16Â20-15 244 173

15 ÑÒÀÍÎÊ ÏËÎÑÊÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ 3Å711ÀÔ1 288 519
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ゃにゃっいっき う ゃにくっしっき

(343) 361-15-10

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

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

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

www.gostspecstroy.ru  
 219-43-83, 8-904-16-15-763
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┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706
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www.terra_ekb.ru

′ぇゃけい おけくしおうえ 
ゃ きっておぇた
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Тепли@ы
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 м

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014

[╄
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┿

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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╅〉 «〈そこ えそちそお»
 ¡Üä¿　
 äëÜÑí¢í
 Üß½ñÖ
 óäÜöñ¡í
 ÜßÖí¿óôó½ ïñëöóâó¡íö

Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, 
Ü¿. がñ¡íßëóïöÜç, 27
8-912-28-43-289, 
8 (343) 254-67-03
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╉《〈 
(Ññëñç　ÖÖ▲ú)

ä. Êîíîâàëîâî, çà Ïåðâîóðàëüñêîì,
50 ì2, 11 ñîò., áàíÿ, ñàðàé, ñêâàæèíà.
Ïðîäàì èëè ïîìåíÿþ, íà 1-êîìíàòíóþ 

êâàðòèðó â ã. Áåðåçîâñêèé.

8-912-28-43-289
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Блоки 
из полистеролбетона 

ＱＡ ４ＳＷＦＺが 
３Ｎ０４ｂ ＱＡ ３ＵＦＺｍ３０ＡＺ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄╉╊┿╋┿

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

Сантехника
Электрика

8-909-70-24-003
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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

{ ぁおしおかのいうゃくにっ 
おけゃぇくにっ ういょっかうは:
* ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ
* ちゃっすに

{ ╊っしすくうちに, こっさうかぇ 
{ ╆ぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848
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«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅»

｠しかい
(せかさそせおけぬけみ)

┄┋┟ ┊┎┐┌─ 
┆┈│┎┒┍┛┕

8-950-65-41-363
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┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.ru

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ
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• おけか. しぇょ わ28, くっょぇかっおけ けす ょぇきぉに, 
6 しけす. いっきかう, ょけき てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
こっつぬ. けすけこかっくうっ, さはょけき こさけすっお. 
さっつおぇ, きっしすけ おさぇしうゃけっ, ゃしっ こけしぇょおう, 
すっこかうちぇ. 『. 350 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす. いっきかう, 
ょけきうお, ゃけょぇ, ねか-ゃけ. 『. 750 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, こっつくけっ 
けすけこかっくうっ, せつぇしすけお くぇ ゃけいゃにてっく-
くけしすう, ゃけいかっ さっおう. ぁか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 
さぇいさぇぉけすぇく, すっこかうちぇ, 4,5 しけす. いっきかう 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 700 す.さ.
〉つぇしすおう
• いっき. せつ-お, 8 しけす. ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, 
╋けつぇかけゃおぇ, ]‶¨ わ127 "╃ぇつくうお", せか. 
〈けこけかうくぇは. 『. 150 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, 20 き2, せか. ┿くせつうくぇ, 
ねかっおすさ-ゃけ, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 200 す.さ.
• ゅぇさぇあ ゃ さぇえけくっ すせぉょうしこぇくしっさぇ.
『. 300 す.さ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╋┿[〈»
せか. ╇しぇおけゃぇ, 1.

〈っか. 8-912-208-70-34,
4-29-02

]╃┿╋
• おけきくぇすせ, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ.
• 3-おけきく. おゃ., せ/こ, ちっくすさ, し きっぉっかぬの.
• くっあうかけっ こけきっとっくうっ, 29 き2, ′╀‶.
╋╄′ぅぃ
• 3-おけきく. おゃ. くぇ 2-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ 
きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ きおさく.
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶, "たさせと."
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ′╀‶ うかう こ. ]けゃっすしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ., "ぉさっあ.", ゃ たけさ. しけしす., ょけ 
5 ねすぇあぇ, ′╀‶.
• 2-おけきく. おゃ.
• 2-おけきく. おゃ., せ/こ, しさっょくうえ ねすぇあ.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすせ 12,5 き2, せか. ╋うさぇ, 1, 3/5, 
おうさこ., しけしすけはくうっ たけさけてっっ う ゃ しっおちうう, 
う ゃ おけきくぇすっ, ょせて, つ. こさ. 『. 580 す.さ.
• おけきくぇすせ ゃ 4-おけきく. おゃ-さっ, せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 30, 5/5. 『. 700 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. 【うかけゃおぇ, ゃ くけゃけき ょけきっ, せか. ′. 
╅けかけぉけゃぇ, 3/3, おうさこ. 『. 1560 す.さ. 
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 3/5, こぇく., ぉぇか-
おけく, しけしす. たけさ. 『. 1520 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 5┿, 43/28/6, 1/4, 
おうさこ. ょけき, つ/こ. 『. 1670 す.さ.
• ′╀‶, せか. ]きうさくけゃぇ, 3, 5/5, おうさこ., 
せ/こ, 50/30/9, っゃさけさっきけくす. 『. 2230 す.さ.
• せか. 』おぇかけゃぇ, 1┿, 2/2, おうさこ., おけき-
くぇすに しきっあくにっ, しけしす. たけさけてっっ. 『. 
1500 す.さ.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 9, おけさこせし 1, 
4/5, おけきくぇすに ういけかうさ. 『. 1690 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 
125, 3/5, おうさこ., 2-っ しきっあ., 1-ぇ ういけ-
かうさ., 55/41/6. 『. 3050 す.さ.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 1, "たさせと.", 58/43/6, 
1/4, おうさこうつくにえ ょけき, しけしす. たけさ., つ/こ. 
『. 1900 す.さ.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 18, せ/こ, 5/5, おうさこ., 
おけきくぇすに ういけかうさ., 60 き2, かけょあうは 6 き. 
『. 2600 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 
23┿, 2/3, おうさこうつ, しこっち. こさけっおす, 66 き2, 
ぉぇかおけく, せょぇつくぇは こかぇくうさけゃおぇ, っしすぬ いぇ-
おさにすにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ. 『. 2100 す.さ.
• ′╀‶, せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, 66/41/9, 
2/5, こぇく., おけきくぇすに ういけかうさ., こさけしすけさ-
くにえ おけさうょけさ, しぇくせいっか さぇいょっか., ぉけかぬ-
てぇは おせたくは, かけょあうは 6 き. 『. 2600 す.さ. 
╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. せ/こ.
• ゅ. ′っゃぬはくしお, せか. ╊っくうくぇ, 21, 2/5, 
おうさこ., 70/50/10, ぇゃすけくけきくけっ ゅぇいけゃけっ 
けすけこかっくうっ, しけしす. たけさ. 『. 1850 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, せ/こ, 5/5, 
60/40/8, かけょあうは 6 き, しけしす. たけさ.
『. 2450 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 2-おけきく. 
おゃ., さぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, し/こ, ょゃせたせさけゃくっ-
ゃぇは, 2-3 ねすぇあう, 116,5/51/14, 2 ぉけかぬ-
てうっ かけょあうう, 2 しぇくせいかぇ (ゃぇくくぇ う ょせ-
てっゃぇは おぇぉうくぇ). 『. 4300 す.さ.
╃けきぇ
• せか. ‶うけくっさしおぇは, ぉさっゃっくつ., 2 おけき-
くぇすに, おせたくは, ゃっさぇくょぇ, ぉぇくは, 7 しけすけお  
いっきかう ゃ しけぉしすゃっくく. 『. 2400 す.さ.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, あ/ぉ こぇくっかう, 
57 き2, 3 おけきくぇすに, おせたくは, 5 しけす. いっき-
かう ゃ しけぉしすゃっくくけしすう. 『. 1950 す.さ.
• せか. 〉さぇかぬしおぇは, 35 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 9 
しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 2000 す.さ.
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╀っさっゅけゃぇは, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉかけお + ぉさせし, 150 き2, しおゃぇあうくぇ, 
こぇさけゃけっ けすけこかっくうっ, ょせて. おぇぉ., すせ-
ぇかっす, 7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす., かにあくは 
さはょけき, しけしくに, つうしすにえ ゃけいょせた. 『. 4500 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.
• せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉさっゃ., 35 き2, 1 おけきく. 
+ おせたくは; ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. おぇくぇか. さは-
ょけき, 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1700 す.さ. ╇かう こけきっくはの くぇ おゃぇさすう-
させ. [ぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, 2 ねすぇあぇ, 
6 しけす. いっきかう, こっつ. けすけこかっくうっ, かっすく. 
ゃけょけこさけゃけょ. 『. 1200 す.さ.
• つぇしすぬ ょけきぇ, せか. ╉けききせくに, ゅぇい, ゃけょぇ, 
2 おけきく., おせたくは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 
『. 1500 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
57 き2, 3 おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 9 しけす. いっきかう. 『. 2600 す.さ.
]ぇょに
• こ. 【うかけゃおぇ, おけか. しぇょ わ52, しけしす. 
けすかうつ., ょけき おうさこ., ゃけょぇ – しおゃぇあうくぇ, 
ねか-ゃけ, すっこかうちぇ 3た4 こ/おぇさぉけく., こぇさ-
くうお, ゃしっ こけしぇょおう, けつ. せたけあっく. せつ-お. 
『. 440 す.さ. ╁けいきけあっく すけさゅ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

]′╇╋〉

• おけきくぇすせ, おゃぇさすうさせ ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ.

╉〉‶╊ぃ

• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., ゃっすたうえ ょけき うかう 

せつぇしすけお.

‶[¨╃┿╋

1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 

• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 10, 1/5, 

26/18, おせたくう くっす, おうさこ. 『. 750 す.さ.

• こ. ╀╆]╉, 10, こぇく., 1/1, 16 き2, こ/ぉ. 

『. 650 す.さ.

• こ. ╊けしうくにえ, 3/5, 31/17/6, ぉぇか. 『. 

730 す.さ.

2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 

• ′╀‶, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, こぇく. 

ゃぇゅけく, 3/5. 『. 1800 す.さ.

• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 1, 

4/5, 48/33/6, おうさこ. 『. 1470 す.さ.

• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22, 

3/5. 『. 1280 す.さ.

• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 22, 

2/5, ぉっい さっきけくすぇ. 『. 1150 す.さ.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに

• ′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 3/6, 

せ/こ, し/こ, おうさこ., 101/57/15, 2 かけょあ.

• せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, せ/こ, 

64/40/8, ておぇそ-おせこっ, しっえそ-ょゃっさぬ. 『. 

2450 す.さ. 

• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 11, 

ょっさ., 1/2. 『. 830 す.さ. 

• こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 20, 

3/5, 60/41/7. 『. 1850 す.さ. 

4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに

• こけし. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けゃっすしおぇは, 19, 

3/5. 『. 2100 す.さ.

╃けきぇ

• ′╀‶, せか. ┿さきぇすせさとうおけゃ, 6 しけす., 54 

き2, ょっさ., 2-ねす., ゅぇい, ゃけょぇ. 『. 2450 す.さ.

• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉくぇは, 60 

き2, 3 おけき. + おせた., ゃっさぇくょぇ, ぉぇくは, 15,5 

しけす. 『. 2890 す.さ.

╉けすすっょあう

• ]けしくけゃにえ ぉけさ, くっょけしすさけえ, こっさ. 7-え 

]っゃっさくにえ, 220 き2, おうさこ., 8 しけす. 『. 

4500 す.さ.

• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, せか. ╂けさくぇは, し 

きぇくしぇさょけえ, ょっさ., けぉて. しぇえょ., ゃしっ 

せょけぉ., おさにす. ょゃけさ, ぉぇくは. 『. 2300 す.さ. 

╇かう けぉきっく.

]╃┿ぃ
• こけきっとっくうっ こけょ けそうし, せか. ╉さ. ╂っ-
さけっゃ, 2╃, 3 ねす., 35 き2, すっかっそけく, うく-
すっさくっす. 『. 350 さ./き2. 〈っか. 8-922-17-
99-230.
╋╄′ぅぃ
• ょけき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-おけきく. おゃ. 
(こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ). 〈っか. 8-902-26-
02-030.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 5/5, おうさ-
こうつ, 13 き2, けおくぇ こかぇしすうお. 『. 550 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉せいくっちけゃぇ, 
14, 4/9, "ぉさっあ.", おうさこうつ, 46 き2, こかぇ-
しすうおけゃにっ けおくぇ, さっきけくす, ゃぇくくぇは - 
おぇそっかぬ, かぇきうくぇす. 『. 2700 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-030.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╀うかうきぉぇっゃ-
しおぇは, 25/1, こぇくっかぬ, 9/16, 58 き2, ょけき 
しょぇく ゃ 2008 ゅ. 〈っか. 8-922-17-99-230.
• せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 1/5, おうさ-
こうつ, 46/28/5, しけしす. くけさき. 『. 1550 
す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 24, こぇくっかぬ, 3/5, 
63/*/8, しけしす. けぉにつくけっ. 『. 2400 す.さ. 
〈っか. 8-922-17-99-230.
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, こぇくっかぬ, 9/9, 
64/44/7, しけしす. くけさき. 『. 2350 す.さ. 
〈けさゅ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• せか. ╉けしにた, 5, 1/5, こぇくっかぬ, 53/-/6, 
けおくぇ こかぇしすうお., ゃぇくくぇ おぇそっかぬ, しぇく-
すったくうおぇ くけゃぇは. 『. 2000 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-030.
╃けきぇ/おけすすっょあう 
• せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 120 き2, ょっさっゃけ, 2 
ねすぇあぇ, けぉてうす しぇえょうくゅけき, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃにゅさっぉ, ぉぇくは, おさにすにえ ょゃけさ, 9 しけす. 
いっきかう ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, さぇししきけすさうき 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ くぇ おゃぇさすうさに. 〈っか. 
8-902-26-02-030. 
• せか. ╁ぇえくっさぇ, ょけき, 63 き2, 4 おけき-
くぇすに, おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ. 『. 
2800 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-030.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, こ. ╉ぇかうくけゃおぇ, 
せか. ]けょさせあっしすゃぇ, ょけき 45 き2, 6 しけす. 
いっきかう, しけしす. くけさき. 『. 2500 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-030.
• こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╀けかぬくうつくぇは, こぇく/
ょっさっゃけ, 1 ねすぇあ + きぇくしぇさょぇ, 120 き2, 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃにゅさっぉ, 18 しけす. [はょけき 
かっし, ゃけょけっき. 『. 1800 す.さ. 〈けさゅ. 〈っか. 
8-922-17-99-230.
〉つぇしすおう
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. 〈させょけゃぇは, 8 しけ-
すけお. ┿さっくょぇ. 『. 600 す.さ. 〈っか. 8-902-
26-02-030.
• こ. ╋けくっすくにえ, 15 しけす. ゃ しけぉしす., 
ゃけょぇ, ゅぇい, おぇくぇかういぇちうは こけ せかうちっ. 『. 
950 す.さ. 〈っか. 8-922-17-99-230. 
╂ぇさぇあう 
• せつぇしすけお わ 11, おぇこうすぇかぬくにえ ゅぇさぇあ 
27 き2, っしすぬ はきぇ しきうすさけゃぇは う けゃけとくぇは. 
『. 110 す.さ. 〈っか. 8-922-19-44-752.

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 
そせくょ. + しすさけえきぇす., ぉぇくは, 6 しけす. 『. 
1550 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╄かけゃぇは, 18 しけす. ゃ 
しけぉ., ゃ あうゃけこうし. きっしすっ. 『. 600 す.さ.
• こ. ╉かのつっゃしお, 16 しけす., ゃっすた. ょけき, 
ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, かっし. 『. 1200 す.さ.
• ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╀うかうきぉぇえ, 
ゃっすた. ょけき, ぉぇくは, ゅぇい. 『. 650 す.さ. 
]ぇょに
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 3 しけす., こけしぇょおう, 
すっこかうちぇ, ょけきうお おぇき. 『. 400 す.さ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, "《ぇいっくょぇ", 
8,5 しけす., せたけあ., ゃしっ こけしぇょおう, ねか-ゃけ, 
しおゃぇあ., かっし. 『. 370 す.さ.
• さ-く ╇いけこかうすぇ, 4 しけす., し-す わ78, ょけき 
うい てかぇおけぉかけおぇ こけょ おさにて., しおゃぇあう-
くぇ, ねか-ゃけ. 『. 650 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ょけき し きぇくしぇさょけえ, ゃっ-
さぇくょけえ, せたけあ. 3 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょけっき. 
『. 400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, ゃ し/す "[¨╃′╇╉", 7 しけす., 
ねか-ゃけ. 『. 380 す.さ.
• こ. ╉っょさけゃおぇ, "ぃぉうかっえくにえ", 4,5 しけす., 
かっすく. ょけき, ねか-ゃけ, ゃけょぇ. 『. 360 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, しぇょに けす 3 ょけ 10 しけす., 
いっきかう し こけしすさけえおぇきう し ゃけょけえ. 『. けす 
80 ょけ 500 す.さ.
• こ. ╊けしうくにえ, "╃させあぉぇ", 2,5 しけす., かっすく. 
ょけき, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, かっし. 『. 100 す.さ.
╂ぇさぇあう
• ′╀‶, さ-く 7 ておけかに. 『. 100 す.さ.

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに 
• 2 おけきくぇすに ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. 『うけか-
おけゃしおけゅけ, 12, 2/3, おうさこうつ, おけきくぇすに 
ういけかうさ., 21 き2, しけしす. たけさけてっっ, ゃけいきけ-
あっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 
『. 1150 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]せさうおけゃぇ, 
47 (さ-く ぇ/ゃけおいぇかぇ), 5/5, おうさこうつ, 
きぇかけしっきっえおぇ, 23,5/16,7, し/せ さぇいょ. 『. 
1450 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╀うしっさすしおぇは, 
131, 7/9, こぇくっかぬ, 〉‶, 42,1/23,4/8, 
おけきくぇすに ういけかうさ., し/せ しけゃき., かけょあうは, 
すっかっそけく. 『. 2250 す.さ. 〈っか. 8-912-20-
87-034.
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 7, 1/5, 
おうさこうつ, 〉‶, 47,7/30,2/7,5, おけきくぇすに 
ういけかうさ., し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 6 
き. 『. 1350 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. 〈けかぉせたうくぇ, 4, 2/4, おうさこうつ, 
44/28/6, おけきくぇすに しきっあくにっ, し/せ しけ-
ゃきっと., ぉぇかおけく. 『. 1750 す.さ. 〈っか. 
8-902-26-02-271.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, 4/4, 52,9 き2. 
『. 1950 す.さ. ╇かう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
• せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 8/9, 80 き2, さっきけくす. 『. 
3600 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271. 〈けさゅ.
╃けきぇ
• 1/3 ょっさっゃはくくけゅけ ょけきぇ, せか. 
╉けききせくに, 25 き2, せつぇしすけお 4 しけすおう. 『. 
850 す.さ. 〈っか. 8-902-26-02-271.
• 1/2 ょっさっゃはくくけゅけ あうかけゅけ ょけきぇ, 
′╀‶, せか. ]ぇょけゃぇは, 35 き2, 2 おけきくぇすに, 
ゅぇい, ゃけょぇ, せつ-お 3 しけすおう. 『. 1500 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-271.
╉けすすっょあう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
ぉかけお, けぉかうちけゃおぇ – おうさこうつ, 240 き2, 
ゃしっ おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっか-
おぇ, せつ-お 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 
『. 8600 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 
ゃ おけすすっょあくけえ いぇしすさけえおっ, 160 き2, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ, 
せつぇしすけお 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし. 『. 
6500 す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ 
ゃ くけゃけしすさけえおっ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せか. ╉けききせくぇさけゃ, 200 き2, おうさこ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ねか-ゃけ 
380, 6 おけきくぇす, しぇせくぇ, ゅぇさぇあ, 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, せつ-お 6 しけす. 
『. 7500 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
〉つぇしすおう
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せつ-お ゃ おけか. 
しぇょせ わ43, 4,3 しけすおう, ょけき 25 き2 し 
こっつくにき けすけこかっくうっき, ぉぇくは, すっこかうちぇ. 
『. 800 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. 『. 800 す.さ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
╂ぇさぇあう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, ╂]╉ わ15, おぇこ. ゅぇさぇあ 
23 き2, けゃけとくぇは はきぇ. 『. 350 す.さ. 〈っか. 
8-912-20-87-034.

┿′ «╉╁┿[〈╇[┿. ╃¨╋. ¨《╇]»
′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 26,
2 ねすぇあ (ゃたけょ しけ ょゃけさぇ).

〈っか. 3-22-90,
8-912-246-92-50, 

╊のょきうかぇ ┿ょぇきけゃくぇ,
8-912-268-71-85, 
′うくぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ,
8-906-810-96-48, 

′ぇすぇかぬは ┿かっおしぇくょさけゃくぇ
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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┿′ «╁╄[′╇╉»
′╀‶, せか. 』ぇこぇっゃぇ, 41

〈っかっそけくに: 
8-908-90-31-708 
8-908-92-78-300

3-13-22
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶さけょぇき いっき. せつ-お, 
5 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす.

′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ
(ゃけょけこさけゃけょ, ゅぇい, ちっくすさ. おぇくぇかう-

いぇちうは こけ せかうちっ). 『. 1200 す.さ.

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃ. いっき. 
せつ-おけゃ. ¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇ-
あぇ くっょゃうあうきけしすう, こさうゃぇすういぇ-
ちうは, しけゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくう-
さけゃけお, しけこさけゃけあょっくうっ しょっかけお.

╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-おけきく. おゃぇさすうさせ, ょけき.
‶[¨╃┿╋ ╇╊╇ ╋╄′ぅぃ
╉けきくぇすに
• せか. ╊ぇゅっさくぇは, 10, 1/2, 16 き2. 『. 630 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 6/9, 50/30/8. 『. 
2250 す.さ. ╇かう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ.
╉けすすっょあう
• ]けしくけゃにえ ぉけさ, 261 き2, 11 しけす. いっき-
かう ゃ しけぉしす., さぇししきけすさうき ゃぇさうぇくす けぉ-
きっくぇ. 『. 8500 す.さ.
]ぇょに
• 44 おゃぇさすぇか, 4,7 しけす., ょっさっゃ. ょけきうお. 
『. 650 す.さ.

¨¨¨ «RESPEKT»
〈っか. 8-908-92-71-559

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╇‶ 【〉〈¨╁ ぃ.╊.
〈っか. 219-56-27,
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶[¨╃┿╋
′っあうかにっ こけきっとっくうは
• せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1, 53 き2, おうさこうつ., 
くけゃにえ ょけき. 『. 25 す.さ./き2.
• せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 150,9 き2, 
おうさこうつ., くけゃにえ ょけき. 『. 70 す.さ./き2.

‶[¨╃┿╋
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈
• ょけき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╇しぇおけゃぇ, ゅぇい, 
7 しけす. 『. 1700 す.さ.
• せつ-お, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす. 『. 750 す.さ.
• こ. ╇いけこかうす, "〈せさゅっくっゃ こぇさお", 17 しけす., 
500 き ょけ けい. 【ぇさすぇて. 『. 4800 す.さ.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 
«ÂÈÇÈÒ» 
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,

せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 31 ょ, けそ. 411. 
]けゅかぇしけゃぇくうっ  

こっさっこかぇくうさけゃおう.

〈っか. 8-904-54-90-113
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

]╃┿╋
• おけきくぇすせ, せか. ╋うさぇ, 3, ぉっい きっぉっかう, 3/5, 
くぇ ょかうす. しさけお. 〈っか. 8-902-26-02-271.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
╉〉‶╊ぃ
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. 〈っか. 8-912-20-87-034.
• せつ-お ゃ つっさすっ ゅけさけょぇ, くっ きっくっっ 8 しけす. 
╁けいきけあくけ こ. ]ぇさぇこせかおぇ うかう ]すぇさけこにて-
きうくしお. 〈っか. 8-912-20-87-034.

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ くっょゃうあうきけしすう: 
おせこかは-こさけょぇあぇ, けぉきっく, 

こさうゃぇすういぇちうは いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ, 
しけこさけゃけあょっくうっ ょけおせきっくすけゃ 
こけ ゅぇいうそうおぇちうう けぉなっおすけゃ, 

ねかっおすさうつっしすゃせ, ゃけょけしくぇぉあっくうの, 
おぇくぇかういぇちうう.



んぞ "ぢづだぱぎででごだぞんず", Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 310 (3 ~ö.), 
öñ¿. 5-50-50, 5-50-07, ïíúö: professional66.ru

ぞí çïñ ÖÜç▲ñ ¡çíëöóë▲ äëñÑÜï½ÜöëñÖí ëíïïëÜô¡í, óäÜöñ¡í, Üß½ñÖ Öí çöÜëóôÖÜñ ¢ó¿áñ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 せか. 【うかけゃしおぇは, 30, けそ. 106.

 〈っか. 8-904-17-67-229
8-950-19-17-759

╉〉‶╊ぃ 
• 1-, 2-おけきく. おゃ., ちっくすさ, ]けゃっすしおうえ 
きおさく. ][¨』′¨.
• しぇょ.
• いっき. せつぇしすけお こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 
きけあくけ し ょけきけき.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• ょゃっ しきっあくにっ おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 
せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 31 き2, おうさこうつ, 
4/5. 『. 1500 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 
2╀, せ/こ, 7/9, かけょあうは. 『. 2000 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 26, 5/5, せ/こ, 
47,4/29/7, ぉけかぬてぇは かけょあうは (しすっおかけ-
こぇお.), さっきけくす. 『. 2250 す.さ.
╃けきぇ 
• せか. ′っおさぇしけゃぇ, 40 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 6 しけす., 
せたけあっく, こけしぇょおう. 『. 2000 す.さ.
• 〈┿〉′-》┿〉], せか. ]ゃけぉけょに, 120 き2, ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき, 7 しけす. ′っょけさけゅけ.
• 1/2 ょけきぇ, こ. 【うかけゃおぇ, ぉさせし., 2 おけき-
くぇすに, おせたくは, ゃっさぇくょぇ, こけかくけしすぬの 
ぉかぇゅけせしすさ., ぉぇくは, 5 しけす. 『. 2150 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, ¨ゃけとくけっ けすょ., 40 き2, 2 
おけきく., おせたくは, ゃけょぇ, ゅぇい, さっきけくす, しすっ-
おかけこぇおっすに, ぉぇくは, せ-お 9 しけす.
• くぇ ぉっさっゅせ さっおう ‶にてきに, 48 き2, ぉさせし/こっ-
くけぉかけお し きぇくしぇさょけえ, くけゃぇは しぇせくぇ 30 き2, 
ゅぇさぇあ 60 き2 うい こっくけぉかけおぇ, せゅけかぬくけっ けすけ-
こかっくうっ (おけすっか), ゃけょぇ – しおゃぇあうくぇ, いぇゃっ-
ょっくぇ ゃ ょけき, せつぇしすけお 8,5 しけすおう, ゃ お/し わ36.
• せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 245 き2, 14 しけす., こけか-
くけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, さっきけくす, ょせて. 
おぇぉうくぇ, こかぇしすうお. けおくぇ, ゅぇさぇあ, こけょゃぇか. 
『. 6300 す.さ.
]ぇょに
• お/し "[けょくうつけお", 3,5 しけす., かっすくうえ ょけき, 
こっつくけっ けすけこかっくうっ, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに. 『. 350 す.さ.
• くっょぇかっおけ けす 44 おゃぇさすぇかぇ, "[はぉうくせて-
おぇ", ょけき 40 き2, ぉさっゃくけ, し きぇくしぇさょけえ, 
こっつ. けすけこかっくうっ, 4,7 しけす., ぉぇくは, ゃけょけ-
っき, せたけあっく. 『. 1500 す.さ.
• いぇ 【うかけゃおけえ, "′ぇたけょおぇ", 5 しけす., 
かっすく. ょけき, しおゃぇあうくぇ. 『.  400 す.さ.
• 44 おゃぇさすぇか, 7,5 しけす., せつ-お せたけあっく, 
ょけき し きぇくしぇさょけえ, ぉさっゃくぇ, ぉぇくは, 
しおゃぇあうくぇ, ぉぇししっえく, ゅけすけゃ ょかは いうき-
くっゅけ こさけあうゃぇくうは. 『. 1400 す.さ.
• こ. ╋けくっすくにえ, お/し わ102, せつ-おう けす 6 
しけす., ぉっい こけしすさけっお, ゃ かっしせ. 
『. けす 120 す.さ. 
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¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃっく-
くけしすぬ いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ. 
¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ くっ-
ょゃうあうきけしすう. ‶さうゃぇすういぇちうは, 
しけゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけ-
ゃけお, しけこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, 
こさっょしすぇゃうすっかぬしすゃけ ゃ しせょっ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╉╁┿[〈╇[′¨╄ ╀ぃ[¨
«〈┿〈をぅ′┿»

せか. 〈けかぉせたうくぇ, 13, 
けそうし 60.  〈っか. 3-12-92, 

8-912-23-20-018, 
8-908-91-45-036

╊のぉにっ ゃうょに しすさけうすっかぬくにた 
さぇぉけす, こさけっおすうさけゃぇくうっ, 

そせくおちうう いぇおぇいつうおぇ, ょういぇえく 
うくすっさぬっさけゃ, しけゅかぇしけゃぇくうっ 

ょけおせきっくすぇちうう, ゃしっ けこっさぇちうう 
し くっょゃうあうきけしすぬの.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «′┿ 〈╄┿〈[┿╊を′¨╈»
 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
 〈っか. 8-908-92-06-126, 

8-908-92-12-664

╉〉‶╊ぃ
• 1-おけきく. おゃ.
• いっきっかぬくにっ せつぇしすおう うかう ょけきぇ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. 【うかけゃしおぇは, 14, 4/5, 『. 1530 す.さ.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ]こけさすうゃくぇは, 4, 7/9, 61,5 き2. 『. 
2350 す.さ.
• せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 7/9, 63,3/40/8,5. 
『. 2450 す.さ.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 26, 2/5, 58,4/42/6. 
╇かう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 9, 2/5, 48,4/34,5.
‶さけょぇき うかう けぉきっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.
• せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 2/5. ╇かう けぉ-
きっく くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
╃けきぇ/おけすすっょあう
• こ. ╊けしうくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 32 き2, 
ねか-ゃけ, こっつく. けすけこか., 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 700 す.さ.
• ょけき, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 
ょっさっゃ., 36 き2, ゃけょぇ, ねかっおすさ., いっきかは – 
16 しけす. 『. 2000 す.さ.
• 1/2 ょけきぇ, こ. ]すぇくけゃぇは, せか. 1 ╋ぇは, 
こっつくけっ けすけこか., いっきかは 11 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ. 『. 1270 す.さ.
╂ぇさぇあう
• こ. ╉うさけゃしおうえ, ゃにしけおうっ ゃけさけすぇ. 『. 
220 す.さ.
• こっさっせかけお ╉うさけゃしおうえ. 『. 120 す.さ.

おけか-ゃけ 
おけきくぇす ぇょさっし

ねすぇあ/
ねすぇあっえ

こかけとぇょぬ けぉと/
あうか/おせた

ぉぇかおけく/
かけょあうは

ちっくぇ 
す.さ. こさうきっつぇくうっ

‶[¨╃┿╅┿
1/1 せか. ╇しぇおけゃぇ, 24 4/5 32,2/14,3/7,2 ぉぇかおけく 1560 たけさけてっっ しけしすけはくうっ
2/1 せか. 〈けかぉせたうくぇ, 15┿ 3/5 40,4/25,5/6 ぉぇかおけく 1700 つうしすぇは こさけょぇあぇ

2/2 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12 1/5 48/28/8 ぉぇかおけく 2200 うょっぇかぬくけ こけょ 
けそうし, すけさゅ

3/3 せか. ┿くせつうくぇ, 6 5/5 57/41/6 ぉぇかおけく 2200 けぉきっく くぇ 1-おけきく. 
おゃ. + ょけこか.

3/3 せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1 9/9 64/40,6/8 かけょあうは 2500 たけさけてうえ さっきけくす

3/3 ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, 
せか. 』ぇえおけゃしおけゅけ, 75 8/10 64/40,6/8 かけょあうは 3450 たけさけてっっ しけしすけはくうっ

2/1 こ. ╉けしせかうくけ, 
せか. 〉さぇかぬしおぇは, 41 3/5 43,8/30/6 ぉぇかおけく 1700 たけさけてうえ さっきけくす

3/3 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1 3/5 62,6/40,6/8,2 かけょあうは 2510 つうしすぇは こさけょぇあぇ

ょけき ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. 8 ╋ぇさすぇ 1 58/44/8 せつ-お 9,6 しけす. 3550 ゅぇい, ゃけょぇ, けぉきっく くぇ 

おゃぇさすうさせ

ょけき こ. ╋けくっすくにえ, 
せか. 8 ╋ぇさすぇ 2 180 せつ-お 8,6 しけす. 2600 くっょけしすさけえ

いっきかは こ. ╋けくっすくにえ, 
こっさ. ╉かせぉくにえ せつ-お 7 しけす. 760 ょかは ╇╅]

しぇょ こ. 【うかけゃおぇ, お/し 
わ89 6 しけすけお – 470 ねか-ゃけ, ゅぇい

しぇょ こ. 【うかけゃおぇ, お/し 
わ27 4 しけすおう かっすく. ょけきうお 

22 き2 560 ねか-ゃけ, かっすくうえ 
ゃけょけこさけゃけょ

しぇょ こ. 【うかけゃおぇ, お/し 
わ26 6 しけすけお

おぇこうす. ょけき, 
ぉぇくは,

2 すっこかうちに
1250 ねか-ゃけ, かっすくうえ 

ゃけょけこさけゃけょ

しぇょ 44 おゃ-か, しぇょ わ32 6,5 しけすおう
おぇこうす. ょけき, 

ぉぇくは, 
2 すっこかうちに

1580 ねか-ゃけ, かっすくうえ 
ゃけょけこさけゃけょ

╁ 』ったうう う ╀けかゅぇさうう – あうかぇは う おけききっさつっしおぇは くっょゃうあうきけしすぬ

╉せこかの 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに
]くうきせ 1-, 2-, 3-おけきく. おゃぇさすうさに

╇こけすっおぇ, こさうゃぇすういぇちうは 
おゃぇさすうさ う いっきっかぬくにた 

せつぇしすおけゃ.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ┿おぇょっきうつっしおぇは, 24

すっか. 8-912-63-25-825

• "╃ぇつくうお", 8 しけすけお, せたけあっく, ょけき 16 き.
• こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.
• ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し "╊せつ-3", 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.
• こ. ]すぇさけこにてきうくしお, くぇ ぉっさっゅせ さ. ‶にて-
きに, ょけき ぉさっゃっく. し きぇくしぇさょけえ, こっつく. 
けすけこか., 5 しけす., しおゃぇあうくぇ し こうす. ゃけょけえ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゃ 200 き けす しぇょぇ けいっさけ, 
こけょたけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは おさせゅかにえ ゅけょ.
〉つぇしすおう
• せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, 15 しけす., くっょぇかっおけ 
けす きっつっすう. 『. 1700 す.さ.
• せか. ╉かぇさに 『っすおうく, 6 しけすけお, ゅぇい, ゃけょぇ 
こけ せかうちっ. 『. 1000 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 6*5, «╉うさけゃしおうえ», ねか-ゃけ, けゃけと. はきぇ.
• 6*4, «╉うさけゃしおうえ».

]╃┿╋
• おけきくぇすせ ゃ けぉと-う, せか. 〈さぇくしこけさすくう-
おけゃ, 42, 12 き2, ぉっい きっぉっかう, くぇ ょかうす. 
しさけお. 『. 4 す.さ. + おけき. せしかせゅう.
]′╇╋〉
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. う ょけき ゃ ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおけき う ゃ こさうゅけさけょっ.
╉〉‶╊ぃ
• おけきくぇすせ ゃ 2-, 3-おけきく. おゃ. ′╀‶, こ. ]け-
ゃっすしおうえ.
• おけきくぇすせ ゃ けぉとっあうすうう ゃ かのぉけき さ-くっ.
• 1-おけきく. おゃ. "たさせと.", きおさく ]けゃっすしおうえ.
• 2-おけきく. おゃ., きおさく ]けゃっすしおうえ, ′╀‶.
• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶, "たさせと.", "ぉさっあ.".
• ╃けき し ぉかぇゅけせしすさ. きおさく ]けゃっすしおうえ.
• 1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., しぇょ, ゅぇさぇあ ゃ  
ゅ. ╀っさっいけゃしおけき, ′╀‶, ゃ こさうゅけさけょっ. 
][¨』′¨.
• 2-おけきく. おゃ., くぇ ′╀‶, "ぉさっあ.", ねす. 
2-4, おけきく. ういけかうさ., ぉぇかおけく. ][¨』′¨.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╃っ-
おぇぉさうしすけゃ, 17, 2/2, おうさこ., つ/こ. 『. 850 
す.さ. 〈っか. 8-908-91-45-036.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 4, 1/5, こぇく., S – 
31/17/6, し/せ しけゃきっと., しけしすけはくうっ たけ-
さけてっっ, おゃ. しゃっすかぇは, しぇくすった. くけゃぇは. 『. 
1450 す.さ.
• こ. ╊っくうくしおうえ, 14, S – 27,5 き2, けすけ-
こかっくうっ う ゃけょぇ ゃ おゃぇさすうさっ, せょけぉしすゃぇ 
くぇ せかうちっ. 『. 550 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╅けかけぉけゃぇ, 1, 1/3, 
おうさこ., しこっちこさけっおす, つうしすぇは けすょっかおぇ, 
S – 60/40/12, ねか. こかうすぇ, こ/かけょあ. いぇ-
しすっおか., しっえそ-ょゃ., おけきく. ういけかうさ., し/せ 
さぇいょっか., ゃ ょけきっ うきっっすしは しこせしお ょかは 
おけかはしけつくうおけゃ. 『. 2369 す.さ.
╃けきぇ
• ょっさっゃ., ょゃせたおゃぇさすうさくうお (つぇしすぬ あうかけゅけ 
ょけきぇ), こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ‶さうゃけおいぇかぬくぇは, 
あうかぇは こかけとぇょぬ 42 き2 (ょゃっ おけきくぇすに, 
おせたくは, こっつおぇ, しっくおう), せょけぉしすゃぇ くぇ せかう-
ちっ, ゅぇいぇ う ゃけょに ゃ ょけきっ くっす, いっきかは 6 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ. 『. 650 す.さ. ╇かう こけきっくはの し ょけ-
こかぇすけえ くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ こ. ╉っょさけゃおぇ.
〉つぇしすおう
• こけし. ╉ぇかうくけゃおぇ, 4 しけすおう ゃ おけか. 
しぇょせ わ11, ょけき かっすくうえ 5た4 (2 おけき.), 
うい ぉさせしぇ, ゃっさぇくょぇ うい しすっおかぇ, おさにてぇ 
こっさっおさにすぇ こさけそくぇしすうかけき, しおゃぇあう-
くぇ, ねか. ねくっさゅうは, しぇさぇえ うい ょけしけお 2た3, 
2 すっこかうちに, っしすぬ こけょゃぇかぬくけっ こけきっ-
とっくうっ, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬす., ゃしっ くぇしぇあ-
ょっくうは うきっのすしは. 『. 550 す.さ.
• せつ.  いっきかう, こ. ╋けくっすくにえ, おけか. しぇょ わ 
17, 282 き2, くぇ せつ. っしすぬ かっすくうえ ょけきうお, 
おけかけょっち, しぇあっくちに, ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬ-
すうさ.  『. 115 す.さ.
• 8 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., ゃ おけか. しぇょせ  
"╃ぇつくうお", さはょけき ゃけょけっき. 『. 100 す.さ.
╂ぇさぇあう
• 4た6 うい ╅╀╇. 『. 90 す.さ. 
• ゃ さ-くっ 7 ておけかに, 25 き2, けゃけとくぇは う 
しきけすさけゃぇは はきに, くけゃにえ ょっさ. こけか, ねか. 
ねく. 『. 115 す.さ.
• ′╀‶, ゃ さ-くっ てお. わ7, 25 き2, 
しきけすさけゃぇは う けゃけとくぇは はきに, くけゃ. 
ょっさっゃ. こけか, ゃにしけすぇ ゅぇさぇあぇ 3,2 き. 『. 
125 す.さ.
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àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 

îáù/æèë/

êóõ

áàëêîí/ 

ëîäæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. ÊÎÌÍÀÒÛ

1/3 Ìèðà, 1 5/5 12,5 íåò 680 000 ð.
êèðïè÷, âîäà â êîìíàòå ïîä ñòèð. 

ìàøèíó
8-950-550-59-78

2/3 Îâîùí. 

îòäåëåíèå
2/3 19 íåò 930 000 ð. êèðïè÷, èçîëèð., ñ/ó ðàçä., ãàç 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

ïîñ.ÁÇÑÊ, 11 1/1 15/8,8/6 íåò 700 000 ð.
îòä. âõîä, çåìëÿ ïîä îãîðîä, ãàç, 

âîäà, òóàëåò íà óëèöå, ÷/ï, ä/ã
8-950-550-59-78

Àê.Êîðîëåâà, 12 1/5 35/20/7 íåò 1 500 000 ð. ñ/ó ñîâì., äîê. ãîòîâû 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5,7/9 65/30/12 ëîäæèÿ 2 277 225 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 66/31/12 ëîäæèÿ 2 333 575 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 6,8,9/9 63/31/11 ëîäæèÿ 2 225 250 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 8/9 65/37/10 ëîäæèÿ 2 338 120 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 4,5/9 63/35/10 ëîäæèÿ 2 261 973 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 65/37/10 ëîäæèÿ 2 338 298 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 62/33/10 ëîäæèÿ 2 206 948 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Èñàêîâà, 22 3/5 48/29/9 ëîäæèÿ 2 200 000 ð. êîìí. èçîëèð., ñòåêëîïàêåòû 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 5 2/5 51/34/6 íåò 2 270 000 ð.
2 ñìåæíûå êîìíàòû, äóøåâàÿ 

êàáèíà, ñòåêëîïàêåòû
8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà,12 3/5 59/40/6
áàëêîí 

çàñò.
2 400 000 ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà,15/3 1/9 63/40/8 ëîäæèÿ 2 400 000 ð. ëîäæèÿ çàðåøå÷åíà 8-950-550-59-78

Ãàãàðèíà, 18 5/6 68/46/12 ëîäæèÿ 3 800 000 ð.

ñòåêëîïàêåòû, çàìåíåíà 

ñàíòåõíèêà, òðóáû, óñòàíîâëåí 

êîíäèöèîíåð, ñèãíàëèçàöèÿ, 

âèäåîêàìåðà, ä/ã, îñâîáîæä.

8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ, 8 7/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 681 583 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 75/44/12 ëîäæèÿ 2 681 583 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 6/9 105/61/12 2 ëîäæèè 3 667 000 ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 4-êîìí. êâàðòèðû

Ãàãàðèíà,18 3/6 85/61/9 ëîäæèÿ 3 825 000ð. åâðîðåì., äèçàéíåðñê. ïðîåêò 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé
ïëîùàäü, 

ì2

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà ïðèìå÷àíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

ïîñ. Ìîíåòíûé, 

óë. Ãîðíÿêîâ
2 400 16 5 450 000 ð.

êîðîáêà 30%, îáëèö.æåëòûé 

êèðïè÷, áàíÿ, ãàðàæ, ãàç, 

ñêâàæèíà, ýëåêòð.

8-912-24-64-155

ÏÐÎÄÀÆÀ. Çåìåëüíûå, ñàäîâûå ó÷àñòêè

Âàéíåðà   6,5 2 800 000 ð.

íà çåì. ó÷àñòêå ðàñïîëîæåí 

íåäîñòðîåííûé äîì â 2 

ýòàæà èç áðóñà, óñòàíîâëåíû 

ñòåêëîïàêåòû, ïîäâåäåíî 

ýë-âî, ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, 

öåíòðàëèçîâ. õîëîäíàÿ âîäà

8-950-550-59-78

ç/ó ïîñ. 

Áåëîÿðñêèé, 

óë. Ñàäîâîäîâ

  6 105 000 ð.
êàò. çåìåëü: çåìëè íàñåë. 

ïóíêòîâ
8-950-550-59-78

ÑÏÎ ¹ 115 

«×åðåìøàíêà»
  11 650 000 ð.

ó÷àñòîê ðàçðàáîòàí, âñå 

íàñàæäåíèÿ. Ìàë. ëåòíèé äîì
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ ýòàæ
ïëîùàäü, 

ì2
öåíà, ðóá îïèñàíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Òåàòðàëüíàÿ, 22 öîêîëü/9 158,3 9 500 000 ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 öîêîëü/9 77,3 4 990 000 ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 22 öîêîëü/9 77,5 4 990 000 ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí ñ àðåíäàòîðàìè 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ, 16À öîêîëü/6 465 7 000 000 ð. ïîä îôèñ, ìàãàçèí. Òðåíàæåðíûé çàë 8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 20,31 913 950 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 28,82 1 181 620 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 15,74 708 300 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 37,57 1 502 800 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 15,42 693 900 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 31,92 1 276 800 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 13,93 626 850 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 27,4 1 068 600 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 21,03 841 200 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 44,2 1 768 000 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 12,9 516 000 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

Öèîëêîâñêîãî, 16 öîêîëü/4 71,46 2 358 180 ð.
òîðãîâîå ïîìåùåíèå. Ïåðâîíà÷àëüíûé 

âçíîñ 30%, ðàññðî÷êà äî êîíöà 2011 ãîäà
8-922-29-84-636

ÀÐÅÍÄÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

Çàãâîçêèíà, 18 1/9 15 700 ð./ì2
ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí. îòäåë. âõîä, 

ïàðêîâêà
8-922-29-84-636

Çàãâîçêèíà, 18 1/9 30 600 ð./ì2
ïðîìòîâàðíûé ìàãàçèí. îòäåë.âõîä, 

ïàðêîâêà
8-922-29-84-636
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹193 îò 25.04.2011 

Îá îêîí÷àíèè  îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà  2010-2011 ã.ã. íà òåððèòîðèè  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.05.2006  ¹307  «Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ãðàæ-

äàíàì», ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà  ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.03.2003  ¹115 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè òåïëîâûõ 

óñòàíîâîê», â ñâÿçè ñ ïîâûøåíèåì  òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Îòîïèòåëüíûé ñåçîí 2010-2011 ã.ã. çàêîí÷èòü ïðè óñëîâèè íàñòóïëåíèÿ ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà âûøå ïëþñ 8 ãðàäóñîâ â 

òå÷åíèå 5 äíåé.

2. Îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ  «Áåðåçîâñêèå òåïëîâûå ñåòè» (Âîëüõèí Ñ.À.) ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà ïåðåâåñòè  êî-

òåëüíûå   «Þæíàÿ»,  Íîâîáåðåçîâñêîãî ìèêðîðàéîíà, ï.Øèëîâêè, Îâîùíîãî îòäåëåíèÿ, óë. Åëîâîé íà ðåæèì ïîäãîòîâêè ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

3. Ðóêîâîäèòåëÿì îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÆÊÕ-Õîëäèíã», îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Æèëêîìñåðâèñ», îáùåñòâà 

ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Æèëêîìïëåêñ», îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Áåðåçîâñêàÿ ÆÝÎ», çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà ÓÊ 

«ÃîðÑâåò», îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ ÓÊ «Äîì Ñåðâèñ» Ëàïòåâó È.À., Ñòåïàíèöûíó À.Â., Êðèöêîìó Ñ.Ò., Èâàíîâîé Î.À.,Òîëìà÷åâîé Î.Á., à 

òàêæå  óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì, âûáðàííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïåðåâåñòè îáñëóæèâàåìûé æèëèùíûé ôîíä íà 

ïîäà÷ó ÃÂÑ ñ îòêëþ÷åíèåì îòîïëåíèÿ â äîìàõ.

4. Ðåêîìåíäîâàòü ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì, ïîäàþùèì òåïëîâóþ ýíåðãèþ:

4.1. Â ñëó÷àå ïîíèæåíèÿ òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà íèæå íîðìàòèâíîé áûòü ãîòîâûìè ê âêëþ÷åíèþ êîòåëüíûõ äëÿ ïîäà÷è òåïëîñíàáæåíèÿ íà îáú-

åêòû ñîöèàëüíîé ñôåðû è æèëèùíîãî ôîíäà.

4.2. Â ïîðÿäêå ïîäãîòîâêè ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2011-2012 ã.ã.:

4.2.1. Ïðîâåñòè èñïûòàíèÿ òåïëîâûõ ñåòåé ïîâûøåííûì äàâëåíèåì ñîâìåñòíî ñ ïîòðåáèòåëÿìè äëÿ âûÿâëåíèÿ ñëàáûõ ìåñò.

4.2.2. Ïðåäîñòàâèòü äî 15.05.2011 â óïðàâëåíèå ÆÊÕ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãðàôèêè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî è òåêóùåãî ðåìîíòîâ îáúåêòîâ 

èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

5. Îïóáëèêîâàòü  íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå  â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé». 

 6. Ñíÿòü ñ êîíòðîëÿ  ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò  04.05.2010  ¹  157  «Îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2009-

2010 ãîäîâ» êàê âûïîëíåííîå. 

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  âîçëîæèòü íà  çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè  Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Èëüèíûõ Ñ.Â.

È.î. ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  Å.Ð. Ïèñöîâ

– 』っゅけ こけすっさはか? – せしかにてぇか は こさけおせさっくくにえ 
ゅけかけし.

╋せあうお. ‶さうしすさけうかしは くぇ ゃぇかせくっ きっすさぇた ゃ 
すさひた けす ぉっさっゅぇ. ′ぇゃっさくけっ, ねすけ っゅけ こけしすけはく-
くけっ きっしすけ: ゃけく けく おぇお せょけぉくけ さぇしこけかけあうかしは, 
ゃしひ こさう くひき – くぇ こかけしおけえ ゃっさてうくっ おぇきっくのおう 
う さのおいぇお かっあうす, う しすぇおぇてっお しすけうす, ょぇ う ょかは 
おけくしっさゃくけえ ぉぇくおう きっしすぇ すけあっ たゃぇすぇっす. ╁さけょっ 
くっこかけたけえ きせあうつけお, せかにぉつうゃにえ, いけかけすにきう いせ-
ぉぇきう こけしゃっさおうゃぇっす.

– ╀けゅ ゃ こけきけとぬ, しけしっょ! ╉ぇお おかのひす? – せかにぉぇ-
のしぬ は ゃ けすゃっす.

– ╃ぇ こかけたけくぬおけ しっゅけょくは, – くっょけゃけかぬくけ こけ-
しきけすさっか くぇ きっくは すけす. – 〈に つすけ けぉ ねすけき こけしさっ-
ょう さにぉぇかおう-すけ しこさぇてうゃぇってぬ? ]ゅかぇいうてぬ ゃっょぬ! 
‶けえきぇの – こけおぇあせ. ┿ すに しぇき-すけ ゅょっ けしすぇくけゃうか-
しは? 

– ╁けく し すけえ しすけさけくに きにしぇ, – こけおぇいぇか は おうゃ-
おけき くぇこさぇゃかっくうっ.

– ]かにてぬ, しけしっょ, ぇ すに くっ ゃ おせさしっ, おすけ ねすけ 
し そかぇゅけき すせす こさけったぇか? – う, すぇお おぇお させおう いぇ-
くはすに, おうゃくせか こけょぉけさけょおけき ゃ しすけさけくせ ょけさけゅう. 
–  』っゅけ-すけ は くう たさっくぇ くっ こけくはか: ねすけ つすけ, てぇて-
かにつくぇは うかう きぇゅぇいうく くぇ おけかひしぇた?

– ╇ すけ, う ょさせゅけっ, う すさっすぬっ: は かうつくけ こけさに-
ぉぇつうすぬ し ょさせゅけき こさうったぇか, ぇ いくぇおけきっち, つぬは 
きぇてうくぇ, さってうか すせす てぇてかにおぇきう, ゃけょけつおけえ, 
ょぇ こうゃおけき こけすけさゅけゃぇすぬ, – こさうてかけしぬ きくっ ゃけ-
かっえ-くっゃけかっえ いぇくはすぬしは さっおかぇきけえ ╁ぇくぬおうくけゅけ 
いぇゃっょっくうは.

– ¨ おぇお! – いぇうくすっさっしけゃぇくくけ ゃいゅかはくせか くぇ 
きっくは きせあうお. – ╇ たけさけてうえ てぇてかにお? ‶けつひき 
こさけょぇひすしは? ╃ぇ, きっくは ╀けさうしにつっき いけゃせす. ぃさけえ. 
┿ ゃけょおぇ くっ こぇかひくぇは?

– ╋っくは – ‶ぇてっえ. ╆くぇつうす すぇお, ╀けさうしにつ: ゃけょ-
おせ ねすせ は ゃつっさぇ しぇき こうか, くけさきぇかぬくぇは. ′っ そぇ-
ぉさうつくぇは, おけくっつくけ, くけ けつっくぬ ょぇあっ くっこかけたぇは. 
‶うゃけ – おぇお こうゃけ, すせす う ゅけゃけさうすぬ くっつっゅけ. ┿ ゃけす 
つすけ おぇしぇっすしは てぇてかにおぇ – いょっしぬ くうつっゅけ くっ しおぇ-
あせ: せ きっくは はいゃぇ, くうおぇお くっ いぇさぇしすぇっす, いぇさぇいぇ, 
– しけゃさぇか は. – ╁さぇつう いぇこさっすうかう ゃしはおけっ すぇおけっ 
っしすぬ. ′け しぇき ╁ぇくぬおぇ, ねすけ おけすけさにえ てぇてかにつ-
くうお, っゅけ こけしすけはくくけ っしす, ょぇ くぇたゃぇかうゃぇっす. ╃ぇ う 
╉けかぬおぇ-ゃけょうすっかぬ けす くっゅけ くっ けすしすぇひす. 〈ぇお つすけ 
けくう あさせす, ぇ は しかのくう ゅかけすぇの. ¨ょくけ しこぇしっくうっ う 
けしすぇひすしは: ゅけさかけ こさけきけつうすぬ. 

– ]けつせゃしすゃせの, – いぇおぇつぇか ゅけかけゃけえ ぃさぇ. – 
ぁすけ たさっくけゃけ, おけゅょぇ はいゃぇ. ]かせてぇえ, ぇ しおぇあう, こけ-
つひき すぇき せ ゃぇし ゃしひ?

ぅ さぇいゃひか させおぇきう:
– ‶けくはすうは くっ うきっの, しぇき しこさぇてうゃぇえ, は あっ 

くっ すけさゅせの, ぉっくいうくけき うた いぇこさぇゃうか – ゃけす けくう 
きっくは う こさうゃっいかう. ╉けさけつっ, おぇお こさけゅけかけょぇってぬ-
しは – こけょたけょう. 〈けこけさ しかにてうてぬ? ╆くぇつうす, しっえ-
つぇし きぇくゅぇか さぇいけあゅせす, う こけてかけ ょっかけ. ‶けおぇ, は 
お しゃけうき.

– ‶けおぇ! – きぇたくせか しけしっょ させおけえ. – ぅ こけょけえょせ 
つっさっい つぇしけお-ょさせゅけえ, けしすぇくっすしは?

– ╃ぇ ゃさけょっ こけさはょおけき ゃいはかう, ょけかあくけ たゃぇ-
すうすぬ.

╉けかぬおぇ ゃさせつうか きくっ ょかうくくのとせの せょけつおせ, こけ-
おぇいぇか, おぇお し くっえ せこさぇゃかはすぬしは, せしぇょうか きっくは すぇお 
あっ, おぇお う ぃさせ, くぇ おぇきっくのおせ, すけさつぇとせの うい ゃけょに, 
う こけてひか お しゃけっえ かけょおっ. ╁しおけさっ う けく けすこかにか きっ-
すさけゃ くぇ ゃけしっきぬょっしはす, う いぇきっさ すぇき し せょけつおけえ. 』すけ 
あ, きに すけあっ きけあっき いぇきっさっすぬ, ょぇ こけしきけすさっすぬ くぇ 
ねすけす こけこかぇゃけお, しかっゅおぇ こけおぇつうゃぇのとうえしは くぇ ゃけか-
くぇた. ‶さういくぇすぬしは, せしこけおぇうゃぇっす: ょぇあっ ゃしっ きにしかう 
おせょぇ-すけ こけょっゃぇかうしぬ, さぇしすゃけさうゃてうしぬ ゃ ぉかうおぇた 
しけかくちぇ くぇ せしにこかはのとうた ゃけかくぇた. ╇ いゃせつぇす-すけ けくう 
おぇお せきうさけすゃけさひくくけ: «【うさて-つこけお, てうさて-つこけお». 
╊うてぬ ぉに くぇ しぇきけき ょっかっ くっ いぇしくせすぬ. 〈ぇお, うくすっ-
さっしくけ: ねすけ せ きっくは おかのひす, うかう こけこかぇゃけお こさけしすけ 
くぇ ゃけかくぇた こけょこさにゅうゃぇっす? [ってうか こさけゃっさうすぬ, う 
しぇき せょうゃうかしは: っしすぬ. [にぉおぇ くっぉけかぬてぇは くぇ おさのつ-
おっ ぉけかすぇっすしは, しぇくすうきっすさけゃ ょゃぇょちぇすぬ, くっ ぉけかぬ-
てっ. ¨すちっこうゃ, けしきけすさっか, う ぉさけしうか っひ ゃ こぇおっす. 
╁しひ-すぇおう っしすぬ きっあょせ くぇきう, すっこかけおさけゃくにきう, う 
さにぉぇきう ぉけかぬてぇは さぇいくうちぇ: しおけかぬおけ は くっ ゅかはょっか 
っえ ゃ ゅかぇいぇ, しすさぇたぇ ゃ くうた すぇお う くっ せゃうょっか: くせ, 
すぇさぇとうすしは, くけ しけゃっさてっくくけ ぉっししきにしかっくくけ, ぉっい-
ょせてくけ, くうしおけかぬおけ きくっ っひ くっ あぇかおけ. ′っ いさは あっ 
ゅけゃけさはす, つすけ さにぉぇ «いぇしにこぇっす», ぇ くっ «しょにたぇっす» 
うかう すぇき «こけきうさぇっす», おぇお しけぉぇおう うかう かのょう. 
》けすは う くぇし すけあっ, おけくっつくけ, きけあくけ せしにこうすぬ, くけ 
ゃしひ さぇゃくけ ねすけ ぉせょっす せあっ せぉうえしすゃけき. ╇ こけつっきせ 
は くっ さにぉぇおけき しすぇか, ぇ しけぉぇつぇすくうおけき? 〉しにこかはか 
ぉに うた しっえつぇし くぇかっゃけ う くぇこさぇゃけ ぉっいけ ゃしはおうた すぇき 
せゅさにいっくうえ しけゃっしすう. ′ぇちっこうゃ くぇあうゃおせ, しくけゃぇ いぇ-
おうくせか せょけつおせ う いぇきっさ, こけいひゃにゃぇは. ‶ぇさせ さぇい くぇ 
しけしっょくっき ゃぇかせくっ きけかつぇ こさうしぇあうゃぇかしは ╋うつきぇく, 
つすけ-すけ すぇき かけゃうか, くけ ゃしおけさっ ゃけいゃさぇとぇかしは お きぇく-

ゅぇかせ. ′ぇおけくっち つぇしぇ つっさっい すさう きくっ きけひ いぇくはすうっ 
こけょくぇょけっかけ, う は, こけょたゃぇすうゃ こぇおっす し ょけぉにつっえ, 
ゃっさくせかしは お きぇてうくっ:

– ╉ぇお すけさゅけゃかは?
– ╆ぇてうぉうしぬ, – こけょきうゅくせか ╁ぇくぬおぇ. – ┿ すに 

つすけ, くっ ゃうょっか?
– 』っゅけ?
– ╃ぇ せあっ こけつすう こけかけゃうくせ さぇしおせこうかう, くぇ-

さけょ ゃしひ すぇお う こさひす. ╀かうく, くぇょけ ぉにかけ ぉけかぬてっ 
ぉさぇすぬ. ┿ おすけ いくぇか? ′ぇょけ ぉせょっす しっゅけょくは ゃっつっさ-
おけき こけかせつてっ こさうゅけすけゃうすぬしは, ょぇ いぇゃすさぇ し しぇきけ-
ゅけ せすさぇ – う けこはすぬ しのょぇ. 〈に こけっょってぬ?

╃ぇあっ くっ いくぇの, つすけ けすゃっすうすぬ: し けょくけえ しすけ-
さけくに, いょっしぬ たけさけてけ, すうたけ う くったかけこけすくけ, ぇ し 
ょさせゅけえ – すぇき, ゃ ゅけさけょっ, せ きっくは ╃けぉさにえ う ¨かぬ-
ゅぇ, おけすけさぇは いぇゃすさぇ ょけかあくぇ さぇぉけすぇすぬ. ╋けあくけ 
ぉせょっす し くうきう こけゅせかはすぬ ゃけいかっ ぉけかぬくうつおう, ょぇ 
]ぇておせ いぇけょくうき こけこさけゃっょぇすぬ. 

– ′っ いくぇの こけおぇ, – こけあうきぇの は こかっつぇきう. – ╉ぇお 
こけかせつうすしは. ′け, っしかう きっくは ょけ しっきう くっ ょけあょひ-
すっしぬ, すけ こけっいあぇえすっ けょくう, うかう ゃけく し ╉けかぬおけえ: 
すけす-すけ くぇゃっさくはおぇ こけっょっす. ╄しかう せかけゃ くけさきぇかぬ-
くにえ, おけくっつくけ, しっゅけょくは ぉせょっす. ╋うつきぇく, ぇ すに 
いくぇってぬ, つすけ ねすけ いぇ さにぉぇ? – さぇいゃっさくせか は こっさっょ 
すっき こぇおっす. – ┿ すけ は ゃ さにぉっ くうつっゅけ くっ こけくうきぇの. 
¨くぇ たけすぬ くっ ゅかうしすぇしすぇは ゃしは?  

– ╃ぇ くっす, – こけゃけさけてうか させおけえ すけす ゃ こぇおっ-
すっ, こさうくのたうゃぇはしぬ. – 》けさけてぇは ゃしは, いょけさけゃぇは. 
〉たぇ, しつうすぇえ, せあっ っしすぬ. ╃ぇあっ くぇ こうさけゅ っとひ 
けしすぇくっすしは.

– 〈に こさけ こうさけゅ きくっ ぉさけしぬ: くっ せきっの は っゅけ 
ゅけすけゃうすぬ. ┿ ゃけす ょかは せたう し さにぉけえ つすけ くぇょけ ょっ-
かぇすぬ? – ゃしすさはたくせか は こぇおっすけき. – 』うしすうすぬ すぇき, 
こけすさけてうすぬ, つっゅけ っとひ?

– ╋けあってぬ つうしすうすぬ, っしかう たけつってぬ, – そにさおくせか 
こさっくっぉさっあうすっかぬくけ いょけさけゃはお. – ぅ すぇお ゃぇさの, 
きくっ こけそうゅ, つすけ けくぇ ゃ つってせっ ょぇ し おうておぇきう. 
′け っしかう たけつってぬ ぉっかせの せたせ – すけゅょぇ こけつうしすう, 
ゃにこけすさけてう, ょぇ あぇぉさに せょぇかう, うくぇつっ ぉせかぬけく 
こけすっきくっっす, – う こけすけこぇか せょうすぬ. 

– ]こぇしうぉけ, ゃさけょっ こけくはか, – ぉせさおくせか は すけきせ ゃ 
しこうくせ う いぇぉさけしうか こぇおっす し さにぉぇきう こけょ おけかっしけ. 
– ¨, ╁ぇくぬ, しきけすさう, ゃさけょっ けこはすぬ お ゃぇき うょせす. 
╂かはょぬ, ゃっしひかにっ おぇおうっ.

¨おぇいにゃぇっすしは, は さぇくけ けぉさぇょけゃぇかしは: たけすぬ さっ-
ぉはすおう う けおぇいぇかうしぬ ゃこけかくっ ょさせあっかのぉくにっ, いぇすけ 
くっ しかうておけき ゃっあかうゃにっ: いぇおぇいぇゃ しっぉっ こけ こけさ-
ちうう てぇてかにおぇ う ぉせすにかおせ ゃけょおう, こけしけゃっすけゃぇかう 
くっいぇきっょかうすっかぬくけ せぉさぇすぬしは お すぇおけえ-すけ きぇすっさう, 
うかう いぇこかぇすうすぬ そぇくすぇしすうつっしおせの しせききせ いぇ きっ-
しすけ くぇ うた ぉっさっゅせ. ╃っしおぇすぬ, うた ねすけ ぉっさっゅ, う すけさ-
ゅけゃぇすぬ いょっしぬ ぉっい しけゅかぇしけゃぇくうは し くうきう くうおぇお 
くっかぬいは, くっせゃぇあっくうっ ねすけ. ]こけおけえくっくぬおけ すぇお 
しすけはす, ょぇ こけこかひゃにゃぇのす し せしきってっつおけえ. ′ったけ-
さけてうっ こけこぇかうしぬ さっぉはすぇ, あぇょくにっ, ぇ あぇょくけしすぬ, 
おぇお ういゃっしすくけ – ゅさった. ┿ ねすけす ╁ぇくぬおぇ しすけうす, ょぇ 
すけかぬおけ さすけき たかけこぇっす. 

– ╋せあうおう, てぇてかにつおう-すけ ゃぇき おぇお, こけくさぇゃう-
かうしぬ? – こけうくすっさっしけゃぇかしは は せ しぇきけゅけ くぇゅかけゅけ.

– ]こぇしうぉけ, ょはょは, – こけたかけこぇか すけす きっくは かぇ-
こけえ こけ こかっつせ. – 〈に すせす ゅかぇゃくにえ? ╄しかう すぇお, すけ 
ゅけくう かぇゃね, うかう せっ…え. ‶さぇゃうかぬくけ は ゅけゃけさの? – う 
けぉっさくせかしは お しゃけうき.

ぅ すうたけ けすしすさぇくうかしは:
– ‶けくうきぇってぬ, きに すせす ゃしっ おけきこぇくぬけくに, すぇお 

つすけ ゅかぇゃくにた いょっしぬ くっす, ゃしった ゅかぇゃくにた きに くぇ 
おさぇの ゃうょっかう. ‶けおせてぇかう いぇ くぇて しつひす てぇて-
かにつおぇ, いぇこうかう ゃけょけつおけえ, ゃけす う ゃしひ, ゅせかはえすっ, 
きせあうおう, きに あっ くっ いゃっさう, つすけぉに し ゃぇし いぇ ねすけ 
ょっくっゅ すさっぉけゃぇすぬ, – こけこにすぇかしは は ういぉっあぇすぬ おけく-
そかうおすぇ. – 〈ぇお つすけ おゃうすに. ╁ぇくは, けくう すにしはつ くぇ 
こはすぬ せあっ こけおせてぇかう?

– ╃ょょぇ, – いぇきけさゅぇか ゅかぇいおぇきう おぇかきにお.
– ╃はょは, ぇ すに くっ けぉけさいっか? – くぇおかけくうゃてうしぬ 

おけ きくっ, こけこにすぇかしは ぉにかけ いぇたゃぇすうすぬ ゃ ゅけさしすぬ 
きけの てっの きっしすくにえ さねおっすうさ.

》けすは: おぇおけえ けく さねおっすうさ? ╁けす ╇ゅけさぬ – すけす ょぇ, 
し すっき ししけさうすぬしは – しっぉっ ょけさけあっ. ╃ぇ けく う くっ しすぇか 
ぉに こっさっょけ きくけえ こけくすけゃぇすぬしは, ょぇ すっき ぉけかっっ – 
てぇてかにお くっゃっしすぬ うい つっゅけ あさぇすぬ, けく くっ てっしすひさおぇ, 
ゃさけょっ ねすうた ぉにおけゃ ぉっいきけいゅかにた. ╊ぇょくけ, こけしせかうき 
っとひ おけくそっすおせ, ょぇ こけこさけぉせっき せかぇょうすぬ ゃしひ きう-
さけき: たけすぬ う すぇお せあっ こけくはすくけ, つすけ ょさぇおう くっ うい-
ぉっあぇすぬ, くけ たけすぬ ゃさっきは しかっゅおぇ こけすはくせすぬ, ょぇ こけょ-
きけゅう ょけあょぇすぬしは, ぇ すけ つすけ は けょうく こさけすうゃ こはすっさにた 
くぇゃけのの? ╉けかぬおぇ, ゅぇょ すぇおけえ, ょけ しうた こけさ ゃ しゃけっえ 
かけょおっ しうょうす, ょぇ う ╋うつきぇく くっ ゃけゃさっきは さにぉぇかおけえ 
せゃかひおしは, ょぇあっ ゃ くぇてせ しすけさけくせ くっ しきけすさうす:

– ╆くぇってぬ, っしすぬ すぇおぇは こけゅけゃけさおぇ: おすけ くうおせょぇ 
くっ しこってうす, すけす くうおせょぇ くっ けこぇいょにゃぇっす. ╁ぇくは, 
くぇき あっ ょかは ゅけしすっえ っとひ けょくけえ ぉせすにかけつおう くっ 
あぇかおけ, すぇお? ╋うつきぇく! – いぇおさうつぇか は, ゃにゅかはょに-

ゃぇは うい-いぇ すせかけゃぇ ぉにおぇ. – ‶さうくっしう さっぉはすぇき ぉせ-
すにかけつおせ, ぇ すけ せ くうた ゃ ゅけさかっ こっさっしけたかけ. ╅うゃけ!

╋けさはつけお, ぉさけしうゃ せょけつおう, すせす あっ さゃぇくせか お 
くぇき, くけ ゃけいかっ ぉぇゅぇあくうおぇ こさうすけさきけいうか, う, ょけ-
しすぇゃ ぉせすにかおせ,  こさけすはくせか っひ きくっ:

– ‶けあぇかすっ.
– ]こぇしうぉけ, ╋うつきぇく. 〈ぇお つすけ, ぉけえちに, – おぇお 

きけあくけ しこけおけえくっっ こさけゅけゃけさうか は. – ╄しすぬ すぇおけっ 
こさっょかけあっくうっ. ╃ぇゃぇえすっ ゃきっしすっ こけょ てぇてかにつけお 
いぇ ょさせあぉせ ゃにこぬっき? 

╁しひ, ゃけす けく: きけきっくす! 〉こせしすうか – せこぇか, せしこっか 
– てぇくしに けしすぇのすしは. 〈ぇお つすけ, おぇお こっか こけつうすぇっ-
きにえ きくけえ ╁にしけちおうえ, «〉ょぇさうか こっさゃにき は すけゅょぇ, 
すぇお ぉにかけ くぇょけ». ╃ぇかぬてっ, おぇお ゃしっゅょぇ, しせきぉせさ, 
くけ くぇ せょうゃかっくうっ ぉにしすさけすっつくにえ: ゃ けすゃっす  は 
こけかせつうか かうてぬ けょうく せょぇさ ゃしおけかぬいぬ, くけ けとせすう-
きにえ, すぇおけえ, つすけ ょぇあっ いゃひいょに ゃしこにたくせかう, こけ-
すけき つすけ-すけ ゃいさっゃっかけ, きっかぬおくせかけ くっつすけ ぉけかぬ-
てけっ けゅくっくくけ-つひさくけっ, ぇ いぇすっき – すけかぬおけ きぇす う 
しすけくに. ‶さけきけさゅぇゃてうしぬ, こけくはか: ╋うつきぇく いぇこせ-
しすうか ゃ ねすせ てけぉかせ ゅけさはとうき きぇくゅぇかけき, う すっこっさぬ 
こぇさぇ くぇこぇょぇゃてうた こさけしすけ くぇこさけつぬ ゃにさせぉかっくぇ 
うい たけょぇ ょぇかぬくっえてっゅけ しさぇあっくうは, ょゃけっ ょさせゅうた 
っとひ くぇ くけゅぇた, くけ ゃ おさけゃう う ゃ せゅかはた, すけゅけ う 
ゅかはょう, いぇゅけさはすしは. ╊うてぬ きけっきせ しけこっさくうおせ こけ-
ゃっいかけ: けく ゃしっゅけ-すけ くぇゃしっゅけ こけかせつうか ぉせすにかおけえ 
こけ ぉぇておっ, くけ う っきせ くっしかぇょおけ: ゃけく けく おぇお いぇ 
くっひ ょっさあうすしは. ぅ こけすさけゅぇか とひおせ: こけたけあっ, ょぇあっ 
そうくゅぇかぇ くっ ぉせょっす. ┿あ けぉうょくけ: は-すけ, こけかせつぇっす-
しは, ゃさけょっ ぉに う くっ こさう つひき, ょぇあっ こけゅっさけえしすゃけ-
ゃぇすぬ すけかおけき くっ こけかせつうかけしぬ. [ぇいけつぇさけゃぇくくけ 
こけゃっさすっゃ ゃ させおぇた «さけいけつおせ», こけょしせくせか っひ こけょ 
くけし ぉぇくょのゅぇくせ:

– ‶けくのたぇすぬ たけつってぬ? ┿ ゃっょぬ きけゅかう ぉに ゃきっ-
しすっ っひ ゃにこうすぬ, ょぇ きうさけき さぇいけえすうしぬ. ¨ぉうょくけ, 
ょぇ? ′け いぇ こさっょしすぇゃかっくうっ – しこぇしうぉけ, いぇたけょう 
っとひ. 〈けこぇえ お しゃけうき, こけおぇ きに すっぉは ゃ けょっあょっ 
こかぇゃぇすぬ くっ くぇせつうかう. ╇ いかぇ くっ ょっさあう: こけき-
くうてぬ, そうかぬき すぇおけえ たけさけてうえ ぉにか, «┿かっおしぇくょさ 
′っゃしおうえ» くぇいにゃぇかしは? 』すけ すぇき ねすけす おくはいぬ ゅけ-
ゃけさうか? «╉すけ お くぇき し きっつけき こさうょひす, けす きっつぇ う 
こけゅうぉくっす». ╆ぇこけきくうてぬ うかう いぇこうしぇすぬ すっぉっ ゅょっ? 
╃ぇ, こけしすけえ, ゃけす っとひ つすけ いぇぉにか しおぇいぇすぬ: っしかう し 
こせておぇきう さってうてぬ こけあぇかけゃぇすぬ, すぇお せ きっくは おけく-
そっすおう っとひ っしすぬ, ょうすうかうく くぇいにゃぇのすしは. 

– 』っゅけ?! – くっょけゃけかぬくけ しすひさ すけす おさけゃぬ, こっさっ-
きってぇくくせの し ゃけょおけえ, しけ かぉぇ. – 』っゅけ すに きっ-
かってぬ? ╉ぇおうっ おけくそっすに?

– ]かぇょおうっ. 〉しくひてぬ – う くっ こさけしくひてぬしは. ]っ-
さぬひいくけ, くっ てせつせ, – こさうしすぇかぬくけ ゅかはあせ は っきせ ゃ 
ゅかぇいぇ. – ╄しかう おけゅけ-すけ うい ゃぇてうた いぇきっつせ – てぇ-
ゅけゃ いぇ ょゃぇょちぇすぬ てきぇかはすぬ くぇつくせ, う ぉっいけ ゃしはおうた 
すぇき こさっょせこさっょうすっかぬくにた. ╁しひ, うょうすっ し きうさけき, 
う ぉけかぬてっ くっ こさうたけょうすっ: けぉうあせしぬ. ┿ ゃっょぬ すに 
しぇき ゃうくけゃぇす: きけゅ ぉに たけすぬ おぇあょにえ ょっくぬ いぇょぇ-
さけき せ くぇし おせてぇすぬ-ゃにこうゃぇすぬ, くけ しぇき あっ ょさせあぉせ 
けすゃっさゅ. 

┿ゅさっししけさに, きぇすのおぇはしぬ, しけぉさぇかうしぬ きっすさぇた ゃ 
すさうょちぇすう けす くぇし, こけおせさうかう, こけしおさうこっかう いせぉぇ-
きう う せぉさぇかうしぬ ゃけしゃけはしう. ぅ, けぉさぇとぇはしぬ お ╁ぇくぬ-
おっ,  こけょぇか かぇょけくぬ ╋うつきぇくせ:

– ╁ぇくぬ, ょけしすぇゃぇえ しゃけの いゃっいょせ ゅっさけは: きけさはお 
いぇしかせあうか. ╋うつきぇく, つすけ させおせ-すけ くっ あきひてぬ? ぅ 
あっ くっ ゅけゃけさの, つすけ ねすけ は うた さぇいけゅくぇか, ねすけ すに 
せ くぇし ゅっさけえ.

– ╊ぇょけくう けぉ きぇくゅぇか けぉあひゅ, – さけぉおけ こさけ-
すはくせか すけす きくっ させおう, おぇお ぉせょすけ ょっさあぇ ゃ くうた 
たさせしすぇかぬくにえ てぇさ.

╃ぇ せあ… ╋っしすぇきう かぇょけくう ぇあ ょけ きはしぇ けぉゅけ-
さっかう. ╃ぇ っとひ う ゅさはいくけっ ゃしひ, ゃ いけかっ, う ゃ けて-
きひすおぇた ぉっかけえ けすしかけうゃてっえしは おけあう. 〉あぇし, ぇ くっ 
いさっかうとっ. ╃けしすぇゃ くけしけゃけえ こかぇすけお, は こけょくはか し 
いっきかう つせょけき せしすけはゃてせの ゃけ ゃさっきは したゃぇすおう こけ-
つぇすせの ぉせすにかおせ:

– ╋うつきぇく, こけすっさこうてぬ? ‶さけきにすぬ ぉに くぇょけ, 
ょぇ けぉっいいぇさぇいうすぬ. 〈に おぇお?

〈けす かうてぬ そにさおくせか こさっいさうすっかぬくけ:
– ′ぇょけ – すぇお かっえ. 》けすぬ くけあうおけき しおけぉかう, 

きくっ-すけ つすけ? ′っ すぇおけっ すっさこっかう. 〈けあっ きくっ: くぇ-
こせゅぇか ぉぇぉせ はえちぇきう. 

╇ ゃこさぇゃょせ: すっさこうす, ょぇあっ くっ きけさとうすしは. 〉ぉっ-
ょうゃてうしぬ, つすけ ゃしひ ぉけかっっ-きっくっっ くけさきぇかぬくけ, 
ゃかうか けしすぇすおう しゃけっきせ くっけあうょぇくくけきせ こぇちうっくすせ 
ゃくせすさぬ:

– ╃っいうくそっおちうは ょけかあくぇ ぉにすぬ ゃしっしすけさけくくっえ. 
]かせてぇえ, ぇ ゃ きぇてうくっ ぇこすっつおう しかせつぇえくけ くっす?

– ╄しすぬ, – いぇくのたぇか すけす ゃけょおせ けぉゅけさっゃてっえ かぇ-
ょけておけえ, う ょけゃけかぬくけ せかにぉくせかしは. – 〈けかぬおけ は ゃ 
くっひ くっ いぇゅかはょにゃぇか. ┿ いぇつっき けくぇ すっぉっ?

′せ っゅけ, くっ けぉなはしくはすぬ あっ, つすけ きくっ-すけ けくぇ 
こけおぇ, すぬそせ-すぬそせ, くう お つっきせ. ′ぇてひか は っひ くっ 
しさぇいせ: う つすけ ねすう ゃけはおう すぇお かのぉはす ゃしひ ゃ いっかひ-

くにえ ちゃっす おさぇしうすぬ? ¨すおさにか: こけつすう くっすさけくせすぇは. 
┿ きけあっす, けくぇ すぇおぇは う ょけかあくぇ ぉにすぬ. ╀うくす っしすぬ, 
ねすけ せあっ けつっくぬ たけさけてけ, くけ きっくは しっえつぇし ぉけかぬてっ 
うくすっさっしせっす ゃけす ねすぇ ぉぇくけつおぇ. 』ひさす, くぇ ねすうおっす-
おっ けす ゃさっきっくう くうつっゅけ くっ さぇいぉっさひてぬ: ゃしは くぇ-
しおゃけいぬ こさけきぇしかうかぇしぬ ぇあ ょけ つっさくけすに. ¨しすぇゃうゃ 
くぇょっあょせ さぇしてうそさけゃぇすぬ こけしかぇくうっ けす こさっょおけゃ, 
けすおさにか: こぇたくっす つっき-すけ きっょうちうくしおうき. ╇ たさっく 
し くうき: けす きっょうちうくに っとひ くうおすけ ょけぉさけゃけかぬくけ 
くっ せきうさぇか, こせしすぬ う ╋うつきぇく すけあっ くっ ぉせょっす うし-
おかのつっくうっき. ′ぇきぇいぇゃ くっゃっょけきにき ねかうおしうさけき 
くぇてっきせ ゅっさけの かぇょけくう, は こっさっぉうくすけゃぇか うた お 
ゃけしすけさゅせ ╁ぇくぬおう:

– 〈に ゅょっ ねすけ すぇお くぇせつうかしは? ┿ つすけ ねすけ いぇ 
きぇいぬ すぇおぇは? – こけゃけさぇつうゃぇか すけす ゃ させおぇた ぉぇくけつ-
おせ, ゃしかっょ いぇ きくけえ こにすぇはしぬ, ゃうょうきけ, こさけつうすぇすぬ 
こうしぬきっくぇ, ょぇあっ ねすうおっすおせ くけゅすっき こけしおけぉかうか.

– ╅ういくぬ くぇせつうかぇ, – しょっかぇか は せきくけっ かうちけ. 
– ┿ きぇいぬ たけさけてぇは, たけすぬ う っゃさっえ っひ ういけぉさひか, 
すけかぬおけ ゃけす そぇきうかうう っゅけ くっ こけきくの. ‶けきけゅぇっす 
– う しかぇゃぇ ╀けゅせ. ╄しかう おぇあょにえ ょっくぬ きぇいぇすぬ, すけ 
いぇ くっょっかぬおせ おけあぇ ぉせょっす, おぇお くけゃっくぬおぇは. ¨ょくけ 
こかけたけ: しさけお ゅけょくけしすう せ くっひ, こけ ゃしっえ ゃうょうきけ-
しすう, うしすひお, すぇお つすけ ゅぇさぇくすうう ょぇすぬ くっ きけゅせ. 

– ぁすけ くうつっゅけ, – し せかにぉおけえ こけゃっさすっか こっさっょ 
かうちけき させおぇきう-かけこぇすぇきう ╋うつきぇく, しかけゃくけ かの-
ぉせはしぬ うきう. – ]こぇしうぉけ すっぉっ, ╇ゃぇくにつ, ょぇあっ う くっ 
ぉけかうす くうつっゅけ.

– 』っゅけ すせす せ ゃぇし? – こけょぉっあぇか お くぇき いぇこに-
たぇゃてうえしは ╉けかぬおぇ. – ぅ すけさけこうかしは, くけ くっ せしこっか. 
╉ぇお すせす  せ ゃぇし つっゅけ?

– ╃ぇ くうつっゅけ, – くぇおけくっち くぇてひか は ゃさっきは こけ-
おせさうすぬ しこけおけえくけ. – ′ぇき けぉなはゃうかう, ╉うっゃ ぉけき-
ぉうかう. ╆ぇかぇすぇかう きに くぇて ╉うっゃ, ょぇ けすぉうかう けす 
そぇてうしすけゃ こさけおかはすにた. ╋くけゅけ くぇかけゃうか-すけ?

– ′けさきぇかぬくけ, ゃしひ すぇき, ゃ かけょおっ, けしすぇかけしぬ. 
〈ぇお つすけ しかせつうかけしぬ, ぇ? – けゅかはょにゃぇか ょにきはとっ-
っしは ゃ ぉせおゃぇかぬくけき しきにしかっ しかけゃぇ こけかっ ぉうすゃに 
ゃけょうすっかぬ.

– ╉けかぬ, けすしすぇくぬ, こけあぇかせえしすぇ, ょぇえ けすょに-
てぇすぬしは, – けすきぇたくせかしは は けす くっゅけ. – ]すぇゃぬすっ ゃけく 
かせつてっ きぇくゅぇか くぇ きっしすけ, ょぇ こけけぉっょぇっき しこけおけえ-
くけ, ぇ すけ あさぇすぬ たけつっすしは. ‶けすけき さぇししおぇあっき. 

ぅ いぇおせしにゃぇか たかっぉけき ょぇ しっかひょおけえ, けしすぇかぬくにっ 
あっ ょさせあくけ ゃおせてぇかう ょさせあおけゃ つっかけゃっつっしおうた. 
‶けょ しぇきけっ けおけくつぇくうっ すさぇこっいに こけょけてひか しつぇしす-
かうゃにえ ぃさおぇ-しけしっょ し せょけつおぇきう う さのおいぇおけき:

– ‶さうゃっす ゃしっえ つっしすくけえ おけきこぇくうう. ′っ こけきっ-
てぇか?

– ┿, ぃさぇ, – こけしきけすさっか は くぇ っゅけ ょけゃけかぬくせの 
そういうけくけきうの. – ╂かはあせ, せかけゃ しっゅけょくは たけさけてうえ, 
すぇお? ‶さけゅけかけょぇかしは? ╋せあうおう, ねすけ くぇて しけしっょ – 
ぃさぇ, けく こけ すせ しすけさけくせ きにしおぇ せょうか. ぃさぇ, ねすけ 
– きけう ょさせいぬは: ╁ぇくは, ╉けかは う ╋うつきぇく. ′ぇしつひす 
こけっしすぬ – けぉさぇとぇえしは お ╁ぇくぬおっ, けく いょっしぬ せ くぇし 
ゅかぇゃくにえ こけゃぇさ う ゃうくけつっさこうえ. ╁ぇくぬ, すに し くっゅけ 
こけ-ぉけあっしおう ぉっさう, ぇ くっ すさう ておせさに: ぃさぇ – しゃけえ 
つっかけゃっお, こけゃっさぬ きくっ. 

¨おぇいぇかけしぬ, つすけ くぇて しけしっょ – ゃけっくくにえ こっくしうけ-
くっさ, う ゃ しゃけう しけさけお てっしすぬ けく せあっ つっすにさっ ゅけょぇ 
おぇお ゅさぇあょぇくしおうえ, う すっこっさぬ すけかぬおけ う ょっかぇっす, つすけ 
ゅさせてう けおけかぇつうゃぇっす. ぁすう しぇきにっ «ゅさせてう» せ くっゅけ 
ぉにかう ょゃせた すうこけゃ: けょくう – あっくしおけゅけ こけかぇ (つすけ 
ょかは けすしすぇゃくけゅけ きぇえけさぇ ゃ っゅけ ゃけいさぇしすっ しけゃっさ-
てっくくけ っしすっしすゃっくくけ), ょさせゅけえ – ゃけょけこかぇゃぇのとうえ, 
すけ ぉうてぬ – さにぉぇ. ╉ぇお は こけくはか, けく しのょぇ つせすぬ かう くっ 
おぇあょにえ ょっくぬ っいょうす, つすけ いうきけえ, つすけ かっすけき. ╃ぇ, 
さにぉぇかおぇ – ねすけ, ゃうょうきけ, ぉけかっいくぬ. ′け こけこさけぉせっき 
けぉさぇすうすぬ ねすせ ぉけかっいくぬ しっぉっ くぇ こけかぬいせ:

– ╀けさうしにつ, ぇ すに ゃ くぇてせ おけくちっししうの くっ たけ-
つってぬ ゃしすせこうすぬ? 

– ╉ぇおせの すぇおせの おけくちっししうの? – けすゃかひおしは すけす 
けす おけしすけつおう. – ′っ こけくはか.

– 〈に あっ ぉにゃてうえ ゃけっくくにえ, おぇお は こけくはか, すぇお? 
– すけす おうゃくせか. – ╁けす: は つぇしすけ っいょうすぬ くっ しきけゅせ, せ 
きっくは, おぇお う せ ╉けかぬおう, さぇぉけすぇ, ぇ ゃに ゃけく し ╁ぇくぬ-
おけえ ょぇ し ╋うつきぇくけき – ゃけかぬくにっ こすうちに. 〈に あっ 
しかにてぇか, つすけ いょっしぬ きうくせす しけさけお くぇいぇょ ぉにかけ?

╋ぇえけさ し しけあぇかっくうっき こけゅさにい う ぉっい すけゅけ つう-
しすせの おけしすぬ, ゃいょけたくせか, う っとひ さぇい こさうしきけすさっか-
しは お くっえ, ゃにうしおうゃぇは けしすぇすおう きはしぇ. ′うつっゅけ くっ 
くぇえょは, ゃにおうくせか っひ ゃ しけしっょくっっ おけしすさけゃうとっ:

– 【せき しかにてぇか, ょぇ させゅぇくぬ, ぇ つっゅけ – くっ こけ-
くはか. 〉 ゃぇし つすけ-すけ ぉにかけ, うかう おぇお?

– 〉 くぇし, せ くぇし, – くぇかうか は っきせ しけすけつおせ けす 
とっょさけす. – ‶けょゃぇかうかう すせす お くぇき こはすっさけ けす-
きけさけいおけゃ, ょぇ ょっくっあおせ くっゃっあかうゃけ こけこさけしうかう. 
〈に ゃけょけつおせ-すけ こっえ, ゅさっっすしは あっ. ╃ぇ… ╉けさけつっ, 
せぉさぇかうしぬ けくう し ぉうすにきう さけあぇきう, くけ けくう きけゅせす 
っとひ  う ゃっさくせすぬしは. ╄とひ おけさけつっ: し くぇし – きぇてう-
くぇ, っょぇ-こうすぬひ, し すっぉは – こけきけとぬ こさう くぇっいょぇた. 
╇かう くっす せあっ こけさけたぇ ゃ こけさけたけゃくうちぇた?
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• ┿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.
[╄╉╊┿╋┿

• 『にこかはすぇ. 8-904-38-24-460.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さぇおすけさうしす, きぇてうくうしす し ょけ-

こせしおぇきう くぇ ねおしおぇゃぇすけさ, こけゅさせいつうお. 
╁けょうすっかぬ おぇす. «╁». 8-922-10-

75-576.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ¨つっゃうょちっゃ ╃〈‶, こさけういけてっょ-

てっゅけ 5 ぇこさっかは 2011 ゅ. ゃ こ. ‶っさゃけ-

きぇえしおうえ きっあょせ 《けかぬちゃぇゅっくけき う 
╇しせいう, こさけしぬぉぇ こけいゃけくうすぬ こけ 
すっか. 8-908-90-51-656, 8-902-
25-45-845.

[╄╉╊┿╋┿

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, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 450 
させぉ./き2, 8-904-98-75-030, 8-922-

20-14-335.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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
• 2-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 
24, 5/5, 44 き2, っゃさけさっきけくす, しっえそ-
ょゃっさぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおか., すっこかにっ 
こけかに, いゃせおけういけかはちうは. 『. 2050 
す.さ. 8-950-20-95-867.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., こ/ぉかぇゅけせしすさけっく-

くぇは, 1/2, 56,5 き2, ╀っかけはさしおうえ さ-く. 
8-912-60-66-024.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╊せぉはくけえ, 13 しけす., ゅぇ-

さぇあ, ぉぇくは. 8-912-24-00-929.
[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょけゃにえ せつ-お, 6 しけす., ゃ さ-くっ 
44 おゃぇさすぇかぇ, ねか-ゃけ, ょけさけゅぇ, さはょけき 
さっおぇ. 『. 350 す.さ. 8-922-10-09-007.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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, お/し わ52, こ. 【うかけゃおぇ, 4 
しけす., 2-ねす. ょけき, ぉぇくは, 2 すっこかうちに. 『. 
600 す.さ. 8-922-61-37-751.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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. ゃけょけ-

こさけゃけょ. 『. 300 す.さ. 4-72-39.
[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, お/し わ61, 7 しけす., ょけき 
2-ねすぇあくにえ, おうさこ., 4た5, ぉぇくは, すっ-

こかうちぇ, しぇさぇえ. 4-15-87.
[╄╉╊┿╋┿

• ╆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, 2 しけすおう ゃ さ-くっ 
『′╇‶‶, かっすくうえ ょけきうお, すっこかうちぇ, 
こけしぇょおう. 8-912-63-56-015.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っきかは, 7 しけすけお, ゃ さぇえけくっ 〈ぁ『. 
8-912-63-56-015.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っょけしすさけっくくにえ ょけき, こ. ]ぇさぇ-

こせかおぇ, 14 しけすけお, しおゃぇあうくぇ. ╇かう きっ-

くはの くぇ 1-おけきく. おゃ. 8-963-03-86-317.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉うけしお, 2た4, すっこかにえ, けぉけさせょけゃぇく-

くにえ. 『. 50 す.さ. 8-908-90-31-708.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀せさっくうっ しおゃぇあうく. 8-908-90-24-652.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい, とっぉっくぬ, けすしっゃ. 
8-953-03-90-534, 8-965-51-99-929.

[╄╉╊┿╋┿

• ]おぇかぇ, とっぉっくぬ, けすしっゃ けす 
こさけういゃけょうすっかは. 8-950-19-30-
210, 8-922-20-59-385.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい, ╂┿╆っかぬ, きっておう. 
8-963-05-40-787.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けゃぇくにっ ういょっかうは: ゃうくけゅさぇょ-
くぇは かけいぇ, ちゃっすに, かっしすくうちに, こっさうかぇ, 
ゃけさけすぇ, いぇぉけさに. 8-922-12-48-848.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょけこさけゃけょ. 8-953-60-12-509.
[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

• 《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.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. ╁け-

ょけくぇゅさっゃぇすっかっえ. 8-922-22-40-206.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, けこうか 
(ぉっしこかぇすくけ). 202-02-12.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀っすけく, くぇしけし, ょけしすぇゃおぇ. (343) 200-
23-99.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けすっか ゅぇいけゃにえ "╉けくけさょ", 20 
H comfort 2お, 20 お╁す, ぉ/せ 2 ゅけょぇ. 『. 
14000 させぉ. 8-902-26-24-506.

[╄╉╊┿╋┿

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».  
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.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ, 15 き. 8-950-65-
70-277.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

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.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• "』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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆-21099, 1999 ゅ.ゃ., いっか.-
ゅけか. きっすぇかかうお. 『. 89 す.さ. 8-922-
20-99-887. 〈けさゅ.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉┿╆ "ぉぇすけく", ゅけかせぉけえ, 1998 
ゅ.ゃ. 『. 80 す.さ. 8-922-14-04-243.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆-こさうけさぇ, 2008 ゅ.ゃ., しけしす. 
うょっぇかぬくけっ. 8-906-80-96-651.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-919-36-28-185.

[╄╉╊┿╋┿

′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

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

[ぇいくけっ

〈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

‶さけうしてっしすゃうは

╇とせ さぇぉけすせ

[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

‶さけょせおすに こうすぇくうは

╀ういくっし

Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî òåë. 8-800-3001-076 (ñ äîìàøíåãî)
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ゑ▲ëí¢íñ½ Ç¿ÜßÜ¡óñ ó óï¡ëñÖÖóñ ïÜßÜ¿ñ£ÖÜçíÖó　
ëÜÑÖ▲½ ó ß¿ó£¡ó½ ßñ£çëñ½ñÖÖÜ ÜüñÑüñú

 ずばどとだゑだざ 
ぞんがぎぐがぼ ぜごびんざずだゑぞぼ. 

とÜ¿¿ñÇó äÜ öÜëÇÜçÜ½Ü ÜöÑñ¿ñÖó0 äëÜÑïÖíßí 
ó äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí çñöñëíÖÜç ゐんだ-ど

で¡Üëßó½ ó äÜ½Öó½.

┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, ゅょっ こさけょぇひすしは ╀[, うかう 

けすくっしすう こけ ぇょさっしせ:  
ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9.

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

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

[せぉさうおぇ ___________________________________________________

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

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

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

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

êîíòðîëåð-îõðàííèê
○°′☆◎° ●＠＄§§°↑
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

╁ぇおぇくしうう
• ╁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.

• 《っさきっさしおけきせ たけいはえしすゃせ «′ぇ-

ょっあょぇ» すさっぉせっすしは すさぇおすけさうしす-
きったぇくういぇすけさ. 8-909-01-70-201.

• ╉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.

• ╋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.

• ╁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.

• ╉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.

• ‶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.
[╄╉╊┿╋┿

• ̈ ¨¨ ′‶‶ "╂┿╋╋┿╋╄〈" すさっぉせっす-
しは ゃけょうすっかぬ おぇす. "╁", "]". 4-68-00.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃かは さぇぉけすに ゃ こ. ╊けしうくにえ すさっ-

ぉせのすしは: しすぇくけつくうお てうさけおけゅけ 
こさけそうかは (すけおぇさくにえ, そさっいっさ-

くにえ, けこにす さぇぉけすに けす 5 かっす), きっ-

たぇくうお こけ さっきけくすせ けぉけさせょけゃぇくうは, 
せきっのとうえ つうすぇすぬ つっさすっあう, けこにす 
さぇぉけすに けす 5 かっす. 4-68-00, 8-902-
87-40-221 (╁ぇかっさうえ ′うおけかぇっゃうつ).

• 〉ぉけさとうちぇ ゃ おぇそっ. 4-84-40.

• ╋けえとうちぇ こけしせょに, い/こ 10 す.さ. 
╆ぇゅけさけょくにえ おかせぉ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 
8-903-08-44-868.

• ╂けさくうつくぇは, い/こ 1 す.さ./しきっくぇ. 
╆ぇゅけさけょくにえ おかせぉ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 
8-903-08-44-868.

• ╁けょうすっかぬ ゃ すぇおしう し か/ぇ. ]すぇあ 
くっ きっくっっ 5 かっす. 8-961-77-19-688.

”“ ｇ）＊°℃＠°§ｇ ★○％℃＊°▲°＄◎ §° ○°′☆◎◇┺ 

äëÜÑíçîÜç 
äñ¡íë　-¡ÜÖÑóöñëí 

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

8-912-24-83-669

′ぇ すっこかにえ しおかぇょ おかぇししぇ «┿» 
(すけゃぇさに ょかは ょけきぇ, たけい. すけゃぇさに) 

〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ:
だêëíÖÖó¡ó

(Üä▲ö ëíßÜö▲ Üß　£íöñ¿ñÖ, Çëíâó¡: ïÜö¡ó ôñëñ£ ÑçÜñ)

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

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

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

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

ぢづご でぎゐぎ だゐéげんどぎずぽぞだ ごぜぎどぽ ぢんでぢだづど.
【かし. すそい.: 8-904-54-00-068, ちあい. 

8 (343) 383-10-75 (おそい. 526, 552, そておかし たかちつそせあしあ)
[╄╉╊┿╋┿

ザ┍┋┎〞┌┇┇ ゾゾゾ «ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┇┈ ケ┏┒┆┍━┍┈ デ┄┏┋┇┌〞┊»
┑┏┄─┒┄┑┐┞ 

カゾヴゲデガジボ カゲジゾピゼゾケゾ ヱカデゾダゾケヂドグピゲザヱ. 
• ┎┏┛┒ │┎┆┄┅┍┈┟
• ┇/┏ ┎┒ 20 ┒┛┑. ┐┓━.
• ┌┅┑┒┎ ┐─━┎┒┛: ┃. カ┅┐┅┇┎│┑┊┈┉
8 (343) 382-01-41, 8-904-54-74-296.

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 

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

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

《《《 «】ちあししあて» てちかいとかてつみ
うそおけてかしへ

つ さあてかえそちけかこ «╇» せあ しかえさそうそこ あうてそすそいけしへ, 
たちそきけうあまはけこ う え. ╆かちむくそうつさそす, いかく うちかおせふに たちけうふねかさ,

つ そたふてそす ちあいそてふ せか すかせかか 3-に しかて.

《いちあはあてへつみ たそ あおちかつと: 
え. ╆かちかくそうつさけこ, とし. 【ちあせつたそちてせけさそう, 46╇

8-912-27-72-385, 8-912-65-91-237, 8 (343-69) 4-60-77

デ┍┈┌┓ 1-┊┎┌┍─┒┍┓┞ ┊│─┐┒┈┐┓ 
┑ ┌┅━┅┋├┞ │ ┃. カ┅┐┅┇┎│┑┊┎┌.

8 (34369) 4-60-77

[╄
╉╊

┿╋
┿

だだだ "ゐñë、£Üçï¡Ü½Ü 
ëÜÑÜÜäëíç¿ñÖó0"

ñðî÷íî 
òðåáóþòñÿ:

• で¿ñïíëá とごぢóん
• ごÖ¢ñÖñë とごぢóん

(4-6 ëí£ë　Ñí)

4-39-27

┳》╉╈《》′ょ』′ゅ 』》╉╅【╉』『ょ:

┥┷┯╀┨┲┫┩┴┬┵┶
ï Ü/ë ç ¡íëáñëñ

8-919-39-15-092

¨¨¨ "╅うかうとくけ-しっさゃうしくぇは しかせあぉぇ"
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

 がゑだづぞごとご
 づんゐだぶござ 

äÜ ¡Ü½ä¿ñ¡ïÖÜ½Ü
Üßï¿Ü¢óçíÖó0 ÑÜ½Üç
¨ぉさぇとぇすぬしは こけ ぇょさっしせ: 

せか. ╊っくうくぇ, 65
4-29-32, 4-84-79

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

╉けくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» ╉けつおぇさひゃ 
╇かぬは ┿くょさっっゃうつ しけけぉとぇっす け こさけょぇあっ こけ ょけゅけゃけさぇき おせこかう-こさけょぇあう, 
いぇおかのつぇっきにき ぉっい こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ, うきせとっしすゃぇ ¨┿¨ ╀¨╆ 
«ぁくっさゅけちゃっすきっす»: ぇゃすけすったくうおう, しすぇくおけゃ, きぇてうく う けぉけさせょけゃぇくうは, 
けさゅすったくうおう, すけゃぇさくけ-きぇすっさうぇかぬくにた ちっくくけしすっえ, ゅけすけゃけえ こさけょせおちうう う ょさ.

‶さけょぇあぇ うきせとっしすゃぇ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» けしせとっしすゃかはっすしは し 
こけしかっょけゃぇすっかぬくにき しくうあっくうっき くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけょぇあう.

¨いくぇおけきうすぬしは し たぇさぇおすっさうしすうおぇきう こさけょぇゃぇっきけゅけ うきせとっしすゃぇ, せいくぇすぬ 
ちっくせ こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ, ょっえしすゃせのとせの ゃ しけけすゃっすしすゃせのとうえ こっさうけょ 
ゃさっきっくう う こけかせつうすぬ ょけこけかくうすっかぬくせの うくそけさきぇちうの きけあくけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. 
╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉けきうくすっさくぇ, 16, けそ. 204 こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ 
いぇこうしう, こけしさっょしすゃけき ねかっおすさけくくけえ しゃはいう: e-mail ay_kia@mail.ru, 
ぇ すぇおあっ こけ すっか.: 8-922-14-88-573, (34369) 4-61-36, 4-61-42.

[╄╉╊┿╋┿

╆┿¨ "〉╉ "╂けさ]ゃっす"
〈さっぉせっすしは 
くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ

げんだ "ばと "ゎÜëでçñö"
【『╊╆】╊【』っ

せあ たそつてそみせせとま ちあいそてと:

╇《╉¨【╊]ゃ 
Öí ½ÜïÜëÜçÜ£ ゎんげ
ゐñ£ çëñÑÖ▲ê äëóç▲ôñ¡!

げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí 
ïÑñ¿áÖí　

4-51-28
8-922-12-06-562

• ]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.

• ¨¨¨ 』¨‶ "╂ぇさぇくす" すさっぉせのすしは 
けたさぇくくうおう: きせあ. けす 20 ょけ 50 
かっす. ¨ぉさぇとぇすぬしは: せか. 【うかけゃしおぇは, 
28/9, すっささ-は ぉけかぬくうつくけゅけ ゅけさけょ-

おぇ. 4-72-86.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇさきっく-けそうちうぇくす, 3/3, こうすぇ-

くうっ, い/こ けす 15 す.さ. 8-904-38-62-905.

• ╂けさくうつくぇは, 5/2, こうすぇくうっ, い/こ 
けす 10 す.さ. 8-904-38-62-905.

• 《っさきっさしおけきせ たけいはえしすゃせ «′ぇ-

ょっあょぇ» すさっぉせっすしは すさぇおすけさうしす-
きったぇくういぇすけさ. 8-909-01-70-201.

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «╁» (╂┿╆っかぬ), 
ょけ 35 かっす. 8-908-92-74-527.

• ┿′ «╋ぇさす» すさっぉせのすしは さうねかすけ-

さに. 4-29-02.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゅっくす こけ いぇおかのつっくうの ょけゅけ-

ゃけさけゃ. 8-965-53-31-612.

• ¨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. [ぇぉけすぇ ゃ 
′╀‶ う こ. ╇いけこかうす. 266-29-48, 266-
29-97.

• ′ぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ すさっぉせっす-
しは ゃけょうすっかぬ くぇ きうおさけぇゃすけぉせし 

し おぇすっゅけさうはきう "╁", "]", "D". ¨ぉさぇ-

とぇすぬしは こけ すっか. 8 (343) 344-04-26, 
8-922-17-23-564, 8-922-60-79-417.

• ┿ゃすけしかっしぇさぬ, けこにす さぇぉけすに, 
ぉっい ゃ/こ. 8-904-98-03-074 (¨かっゅ).

• ╁ おせいくうちせ こ. ╋けくっすくにえ すさっ-

ぉせのすしは おせいくっち, しゃぇさとうお, い/こ 
しょっかぬくぇは. 8-904-38-31-079.

• ]ぇょけゃくうお. 8-922-20-94-525.

• "┿╁] ゅさせここ" すさっぉせのすしは せぉけさ-

とうちぇ けそ. こけきっとっくうえ, けたさぇく-

くうお. 〈さっぉけゃぇくうは: けこにす さぇぉけすに, 
ぉっい ゃ/こ, い/こ ょけしす. 8-912-61-08-015.

[╄╉╊┿╋┿

•"┿╁] ゅさせここ" すさっぉせのすしは しこっちう-

ぇかうしすに-せくうゃっさしぇかに こけ しすさけう-

すっかぬくにき さぇぉけすぇき. 〈さっぉけゃぇくうは: 
ゃけいさ. けす 30 ょけ 50, か/ぇ, けこにす しすさけ-

うすっかぬくけ-きけくすぇあくにた, けすょっかけつくにた, 
ぉっすけくくにた さぇぉけす, い/こ 25 す.さ. 8-912-
61-08-015.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ きっぉっかぬくにえ しぇかけく すさっぉせっすしは 
こさけょぇゃっち-おけくしせかぬすぇくす: ょっ-

ゃせておぇ ょけ 30 かっす, ゅさぇきけすくぇは さっつぬ, 
こさうはすくぇは ゃくってくけしすぬ, いくぇくうっ ‶╉. 
8-908-92-74-527.

ゾヮケダゲ ┑┌┅┘─┍┍┛┉
(┊┎┍┑┊┈┉ + ┊┎┐┎│┈┉).
ケ┎┇┌┎┆┍─ ┄┎┑┒─│┊─.

4-93-74, 8-904-17-74-277

[╄╉╊┿╋┿



〉』[╄╃╇〈╄╊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 66152. 〈うさぇあ 2895 ̈ 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 ╋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.

30 àïðåëÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ12

950 て.ち. 70 て.ち. 150 て.ち.
220 て.ち.1500 て.ち.

『あつたちそおあきあ てかにせけさけ
8-912-28-49-472
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╋に こけきけゅぇっき かのょはき 
ぉにすぬ いょけさけゃにきう, 

けぉさっしすう しつぇしすぬっ う かのぉけゃぬ!

〉か. ╉さ. ╂っさけっゃ, 4/1
(ゃたけょ しかっゃぇ し すけさちぇ)

8-909-000-31-41

｀ ╂っかう
｀ ╋ぇししぇあくにっ きぇしかぇ
｀ ╉さっきに ょかは いょけさけゃぬは
｀ ]さっょしすゃぇ ょかは こけたせょぇくうは
｀ ぁおしおかのいうゃくにっ しせゃっくうさに
｀ ╀っかぬっ ょかは あっくとうく う きせあつうく
｀ ╃せたう し そっさけきけくぇきう/ぇさけきぇかぇきこに

[╄
╉╊

┿╋
┿

┿╉『╇ぅ!

╁っしぬ きぇえ おぇあょけっ 
ゃけしおさっしっくぬっ し 12 つ. ょけ 16 つ.

こさぇいょくうつくにっ しおうょおう

ょけ 5%!
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] せゃぇあっくうっき,
╂っくっさぇかぬくにえ ょうさっおすけさ ¨¨¨
"╀っさひいけゃしおけっ させょけせこさぇゃかっくうっ"
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