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『っくぇ しゃけぉけょくぇは

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

┳〉╇〉╈╄ ╆ 〈╄ぁ╉] 〉‶》【╇╉
╁けしおさっしっくぬっ, 8 きぇは

╋ぇかけけぉかぇつくけ, 
ょくひき +11 +13, くけつぬの +6 +8

╁っすっさ しっゃっさくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 748 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 9 きぇは
ぅしくけ, 

ょくひき +16 +18, くけつぬの +5 +6
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 750 きき さす.しす.
╁すけさくうお, 10 きぇは

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき +17 +19, くけつぬの +9 +11
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 748 きき さす.しす.
]さっょぇ, 11 きぇは

¨ぉかぇつくけ, 
ょくひき +18 +20, くけつぬの +8 +10

╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 744 きき さす.しす.
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с 9 мая – Днём Победы!
╃っくぬ ‶けぉっょに, ょっくぬ くぇてっえ ‶けぉっょに – ねすけ こさぇいょくうお, ねすけ  «さぇょけしすぬ しけ しかっいぇきう くぇ ゅかぇ-

いぇた», ぉけかぬ せすさぇすに う ょぇくぬ こぇきはすう すっき, おすけ さぇょう くぇてっゅけ きうさくけゅけ ぉせょせとっゅけ けすょぇか しぇきけっ 
ょけさけゅけっ – しゃけの あういくぬ.

 ╃けさけゅうっ ゃっすっさぇくに, ╁に  しうかぬくにっ ょせたけき う おさっこおうっ かのょう くっ しかけきぇかうしぬ う くっ しょぇかうしぬ. 
′ぇ すぇおうた かのょはた ゃけ ゃしっ ゃさっきっくぇ ょっさあうすしは しすさぇくぇ. 

╁ ねすけす ょっくぬ きに ゃくけゃぬ しけぉっさひきしは けおけかけ ゃっつくけゅけ けゅくは, ゃけいかけあうき 
ちゃっすに, ゃしこけきくうき くぇてうた いぇとうすくうおけゃ う ゅっさけっゃ, きうくせすせ こけきけかつうき 
う ゃ おけすけさにえ さぇい しおぇあっき ]‶┿]╇╀¨ ょけさけゅうき ゃっすっさぇくぇき, 
ゃっすっさぇくぇき ゃしった ゃけえく, ゃしった ゅけさはつうた すけつっお.

╉さっこおけゅけ ╁ぇき いょけさけゃぬは, くっせゅぇしぇのとっゅけ こさういくぇくうは, 
きくけゅけ しゃっすかにた う さぇょけしすくにた ょくっえ!
ゑïñ½ ßñëñ£ÜçôíÖí½ – ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　 ó êÜëÜüñÇÜ ÖíïöëÜñÖó　!

〉こさぇゃかはのとうえ ╀っさひいけゃしおうき けすょっかっくうっき 
¨┿¨ «]ぉっさぉぇくお [けししうう» 

╇.┿. ┿かっおしっっゃぇ

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

Ó ÏÎÁÅÄÛ 
ÍÀØÈ ËÈÖÀ!

66-┯┩┶┬╂ 
┦┩┯┬┮┲┭ ┳┲┥┩┨┿ 

┳┲┵┦╃┽┤┩┶┵╃
7 きぇは
11:00 – しけさっゃくけゃぇくうは «┿ゃすけおさけしし»; 

おさけししけゃぇは すさぇししぇ, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ.
8 きぇは
05:30 – «[ぇししゃっす ‶けぉっょに» けす ておけかに わ1.
18:00 – うくすっかかっおすせぇかぬくけ-こけいくぇゃぇ-

すっかぬくぇは うゅさぇ くぇ きっしすくけしすう «╂っさけはきう 
ぉにかう ゃしっ»; しすぇさす けす 〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう.

9 きぇは
09:30 – しぉけさ こさぇいょくうつくけえ おけかけくくに; 

こかけとぇょぬ ¨おすはぉさぬしおけえ さっゃけかのちうう.
11:00 – すけさあっしすゃっくくにえ きうすうくゅ; ╋っ-

きけさうぇか ぉけっゃけえ う すさせょけゃけえ しかぇゃに ぉっ-
さっいけゃつぇく.

12:30 – 71-は かっゅおけぇすかっすうつっしおぇは 
ねしすぇそっすぇ くぇ こさうい ゅぇいっすに «╀っさひいけゃ-
しおうえ さぇぉけつうえ»; ぇさおぇ ‶ぇさおぇ ‶けぉっょに.

15:00 – そうくぇか こっさゃっくしすゃぇ ╀╂¨ こけ 
ぉぇしおっすぉけかせ; ]¨╉ «╊うょっさ».

20:00 – ゃっつっさくうえ こさぇいょくうつくにえ おけく-
ちっさす; 〈けさゅけゃぇは こかけとぇょぬ.

23:00 – こさぇいょくうつくにえ «‶けぉっょくにえ 
しぇかのす».

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ 』╇〈┿〈╄╊╇! 
╁ しゃはいう し くぇしすせこぇのとうき 

こさぇいょくうおけき しっゅけょくは ゃに こけ-
かせつぇっすっ しょゃけっくくにえ くけきっさ 
╀[. ]かっょせのとうえ くけきっさ ゃに-
えょっす ゃ つっすゃっさゅ, 12  きぇは.

9 きぇは ゃ 9.00 ぇゃすけぉせしに ょかは ゃっすっさぇくけゃ ぉせょせす こけょぇくに お ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» う お ╃ゃけさちせ きけかけょひあう (ぉにゃてぇは «╃させあぉぇ»), 
おけすけさにっ くぇこさぇゃはすしは お こかけとぇょう ¨おすはぉさぬしおけえ さっゃけかのちうう.
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9 きぇは − 71-は すさぇょうちうけくくぇは 
かっゅおけぇすかっすうつっしおぇは ねしすぇそっすぇ 

くぇ こさうい ゅぇいっすに «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ»

〉 〈さうせきそぇかぬくけえ ぇさおう しけぉっさせすしは しこけさすしきっくに ゃしった ゃけいさぇし-
すけゃ: ておけかぬくうおう, しすせょっくすに, さぇぉけすくうおう こさっょこさうはすうえ う こさけ-
そっししうけくぇかぬくにっ ぉっゅせくに. ‶さうたけょうすっ くぇ ゅかぇゃくにえ しこけさすうゃくにえ 
こさぇいょくうお ╀っさひいけゃしおけゅけ, つすけぉに こけょょっさあぇすぬ いっきかはおけゃ う せゃう-
ょっすぬ しぇきにた ぉにしすさにた う かけゃおうた かのょっえ くぇてっゅけ ゅけさけょぇ. 

╁しすさっつぇっきしは ゃ ╃っくぬ ‶けぉっょに ゃ 12:00 せ 〈さうせきそぇかぬくけえ ぇさおう!
╃けさけゅうっ ゃっすっさぇくに 

╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに う すさせあっくうおう すにかぇ!
╃けさけゅうっ ぉっさっいけゃつぇくっ!

]っさょっつくけ こけいょさぇゃかはっき ゃぇし し こさぇいょくうおけき ╁っかうおけえ ‶けぉっょに!
 ] おぇあょにき ゅけょけき ゃしひ ょぇかぬてっ ゃけ ゃさっきっくう すけす こぇきはすくにえ ょっくぬ こけぉっょくけえ 

ゃっしくに 1945 ゅけょぇ, くけ いくぇつっくうっ う うしすけさうつっしおうえ ゃっし こけょゃうゅぇ ゃけうくぇ-けしゃけぉけょう-
すっかは しすぇくけゃうすしは ゃしひ ぉけかっっ ゃっかうつっしすゃっくくにき.

╋に こさっおかけくはっきしは う けすょぇひき しにくけゃぬの ょぇくぬ ゅかせぉけおけゅけ せゃぇあっくうは すっき, おすけ 
ゅっさけうつっしおう てひか ょけかゅうきう すっさくうしすにきう ぉけっゃにきう ょけさけゅぇきう, すさせょうかしは ゃけ うきは 
‶けぉっょに ゃ すにかせ, ぇ いぇすっき ゃけいさけあょぇか さけょくせの いっきかの うい こっこっかうとぇ. 

╃かは さけょうゃてうたしは ゃ きうさくけっ ゃさっきは ╃っくぬ ‶けぉっょに くっ きっくっっ いくぇつうきにえ こさぇいょ-
くうお, くぇこけかくっくくにえ さぇょけしすぬの う ゅけさょけしすぬの いぇ しゃけの くっこけぉっあょひくくせの [けょうくせ. ╋に 
しすさっきうきしは しょっかぇすぬ ゃしひ, つすけぉに ぉにすぬ ょけしすけえくにきう こけょゃうゅぇ せつぇしすくうおけゃ ╁っかうおけえ 
¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに, つすけぉに ゃ こけかくけえ きっさっ ゃにこけかくうすぬ しゃけえ ょけかゅ こっさっょ くうきう.

‶せしすぬ しけゅかぇしうっ う ぉかぇゅけこけかせつうっ ぉせょせす ゃ おぇあょけき ょけきっ, うぉけ ゃっつくけっ しすさっき-
かっくうっ くぇさけょぇ お きうさせ, しゃけぉけょっ, ょけしすけえくけえ  あういくう くっこけぉっょうきけ.

¨す つうしすけゅけ しっさょちぇ あっかぇっき ゃしっき しつぇしすぬは, ぉかぇゅけこけかせつうは, いょけさけゃぬは, ょけかゅうた 
かっす あういくう せつぇしすくうおぇき ゃけえくに, せしこったけゃ う こさけちゃっすぇくうは きけかけょけきせ こけおけかっくうの!

╇.け. ╂かぇゃに ╀╂¨ ╉ぇさこけゃ ╇. ╁. 
‶さっょしっょぇすっかぬ ╃せきに ╀╂¨ ╂けゃけさせたぇ ╄.].

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

]¨╂╊┿]′¨ けそうちうぇかぬくけえ しけゃっすしおけえ ゃっさしうう 7 
きぇは (25 ぇこさっかは こけ しすぇさけきせ しすうかの) 1895 ゅけょぇ 

させししおうえ そういうお ┿かっおしぇくょさ ‶けこけゃ しおけくしすさせうさけゃぇか 
こっさゃにえ さぇょうけこさうひきくうお う けしせとっしすゃうか しっぇくし しゃは-
いう. ‶さぇゃょぇ, っしすぬ そぇおすに, つすけ すけゅょぇ さぇょうけこっさっょぇつせ 
こさけゃひか ╂っくさうた ╂っさち. ¨すちけき さぇょうけ くぇいにゃぇのす う ╂せ-
かぬっかぬきけ ╋ぇさおけくう. ╉ぇお ぉに すけ くう ぉにかけ, ゃこっさゃにっ ねすせ 
ょぇすせ すけさあっしすゃっくくけ けすきっすうかう ゃ ]]][ ゃ 1925 ゅけょせ, ぇ 
し 1945-ゅけ こさぇいょくうお ゅせかはっす っあっゅけょくけ. 

]っゅけょくは ゃ ╀╂¨ 1098 あうすっかっえ はゃかはのすしは ぇぉけくっくすぇきう 
こさけゃけょくけゅけ さぇょうけ: 48 うい くうた きけくっすくうくちに, 177 すけつっお 
そせくおちうけくうさせのす ゃ ′╀‶, けしすぇかぬくにっ ゃ しぇきけき ╀っさひいけゃしおけき. 
┿ ゃっょぬ っとひ くっしおけかぬおけ かっす くぇいぇょ こさけゃけょくにき ゃっとぇくうっき 
こけかぬいけゃぇかうしぬ けおけかけ こはすう すにしはつ ゅけさけあぇく.

– ]っゅけょくは ねすけす しっおすけさ せきうさぇっす こけゃしっきっしすくけ, – こさう-
いくぇひすしは ゃっょせとうえ うくあっくっさ ╀っさひいけゃしおけゅけ ちったぇ しゃはいう ¨┿¨ 
«[けしすっかっおけき» ]. ′ぇいぇさけゃ. – ╁ けしくけゃくけき こけおかけくくうおぇきう 
さぇょうけすけつっお けしすぇのすしは こけあうかにっ かのょう. ╁ すけ あっ ゃさっきは ぉっし-
こさけゃけょくけっ さぇょうけ ぉにかけ, っしすぬ う ぉせょっす. 

‶けすけき くぇて ゅっくうぇかぬくにえ いっきかはお ┿. ‶けこけゃ ういけぉさひか ぉっしこさけ-
ゃけょくけえ すっかっゅさぇそ. ╀かぇゅけょぇさは っゅけ けすおさにすうはき こけはゃうかけしぬ すっかっ-
ゃうょっくうっ, う こけてかけ-こけったぇかけ: しっえつぇし きに あうゃひき ゃ きうさっ しかけあくけえ 
すったくうおう, ぉっい おけすけさけえ せあっ くっ けぉけえすうしぬ. ╇くすっさくっす, ちうそさけゃけっ 
〈V こさけこうしぇかうしぬ ゃ きっょゃっあぬうた せゅかぇた. ╁けす う ゃ ╀╂¨ ぉかぇゅけょぇさは 
ゃゃけょせ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの けこすうおけ-ゃけかけおけくくけえ かうくうう こっさっょぇつ ゃに-
しけおけしおけさけしすくけえ ╇くすっさくっす こさうょひす けしっくぬの ゃ 【うかけゃおせ, ]ぇさぇ-
こせかおせ, ]すぇくけゃせの. ‶さけおかぇょおせ ╁¨╊‶ くぇつうくぇのす くぇ ねすけえ くっょっかっ.

– ¨こすうおけ-ゃけかけおけくくにえ おぇぉっかぬ いぇきっくうす しすぇさせの ゃけいょせて-
くせの かうくうの, – おけききっくすうさせっす ]っさゅっえ ╁ぇしうかぬっゃうつ ′ぇいぇさけゃ. 
– ╇ しけゃしっき しおけさけ ゃにしけおけしおけさけしすくけえ ╇くすっさくっす こけはゃうすしは 
くっ すけかぬおけ ゃ ょけきぇた ねすうた こけしひかおけゃ, くけ う ておけかっ, 《┿‶. ╉しすぇ-
すう, くぇ しっゅけょくは ゃけ ゃしった くぇしっかひくくにた こせくおすぇた ╀╂¨ さぇぉけすぇっす 
«ゃけかけおくけ», う くけゃけえ かうくうっえ きに いぇおさけっき こけしかっょくっっ くっ-
けたゃぇつっくくけっ うき くぇこさぇゃかっくうっ.

〈っこっさぬ ゃ くぇてうた こけしひかおぇた っしすぬ ゃけいきけあくけしすぬ こけょおかの-
つうすぬしは う お ちうそさけゃけきせ うくすっさぇおすうゃくけきせ すっかっゃうょっくうの. 
]かけゃけき, ぉかぇゅけょぇさは ┿かっおしぇくょさせ ‶けこけゃせ あうすぬ しすぇかけ かせつ-
てっ, あうすぬ しすぇかけ ゃっしっかっえ.

╃╄′を [┿╃╇¨

ОТ ПРИЁМНИКА ДО «ЦИФРЫ»

′¨╁¨]╄╊を╄

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
] こさけてかけゅけ ゅけょぇ 22 しっきぬう 

せつぇしすくうおけゃ, うくゃぇかうょけゃ ╁っかうおけえ 
¨すっつっしすゃっくくけえ, ゃょけゃ しけかょぇす ゃけ-
えくに こけかせつうかう っょうくけゃさっきっくくにっ 
ょっくっあくにっ ゃにこかぇすに くぇ こさうけぉ-
さっすっくうっ あうかぬは. 18 うい くうた しすぇかう 
くけゃけしひかぇきう ゃ こさけてかけき ゅけょせ, 
つっすにさっ せあっ くにくつっ. ╁ 2010-き 
ゃょけゃっ せつぇしすくうおぇ ╁¨╁ こさっょけしすぇ-
ゃうかう あうかぬひ こけ ょけゅけゃけさせ くぇえきぇ, 
ぇ くっ すぇお ょぇゃくけ くけゃけしっかぬっ しこさぇ-
ゃうかう すぇおあっ すさう ゃょけゃに ゃ ゃにしすさけ-
っくくけえ くぇ せかうちっ ╅けかけぉけゃぇ こは-
すうねすぇあおっ. ╉ぇお しけけぉとうかう くぇき ゃ 
ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨, くぇ しっゅけょくは 
ゃにょぇくけ っとひ すさう せゃっょけきかっくうは 
くぇ こさうけぉさっすっくうっ おゃぇさすうさに. 〈ぇ-
おうき けぉさぇいけき, ゃ けつっさっょう くぇ あう-
かぬひ せ くぇし くっ けしすぇかけしぬ くう けょくけゅけ 
くせあょぇのとっゅけしは ゃっすっさぇくぇ.

┿《╇【┿

┦ ┨┩┱╀ ┳┲┥┩┨┿ ┵┲┵┶┲┬┶┵╃ «┦┩┵┩┱┱┬┭ ┳┴┬┫┿┦»
╃っきけくしすさぇちうは さぇょうけせこさぇゃかはっきにた きけょっ-

かっえ ぇゃすけきけぉうかっえ う こけおぇいぇすっかぬくにっ いぇっいょに 
くぇ うきこさけゃういうさけゃぇくくけき ぇゃすけょさけきっ くぇつ-
くせすしは くぇ しすぇょうけくっ «╂けさくはお» しさぇいせ こけしかっ けおけく-
つぇくうは ねしすぇそっすに う こさけょかはすしは ょけ 20:00. ╉ぇあょにえ 
あっかぇのとうえ しけ しゃけうきう きけょっかはきう きけあっす  こさうくはすぬ 
せつぇしすうっ ゃ ゅけくおぇた. ¨さゅぇくういぇすけさに こさっょせしきけすさっかう 
こさういに う ぉけくせしに せつぇしすくうおぇき. ╆ぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ 
ぉせょせす こさうくうきぇすぬしは くぇ きっしすっ こさけゃっょっくうは し 14:00.

╀っしこかぇすくにっ しけさっゃくけゃぇくうは こけ こっえくすぉけかせ 
ゃこっさゃにっ こさけえょせす くぇ しすぇょうけくっ «╂けさくはお» し 14:00 
ょけ 20:00. ╉ せつぇしすうの こさうゅかぇてぇのすしは しそけさきうさけ-
ゃぇくくにっ おけきぇくょに こけ こはすぬ つっかけゃっお. ╆ぇさっゅうしすさう-
さけゃぇすぬしは う こけかせつうすぬ けぉきせくょうさけゃぇくうっ きけあくけ 
ぉせょっす くぇ きっしすっ こさけゃっょっくうは. 〉つぇしすうっ ょっすはき ょけ 
14 かっす – ゃ こさうしせすしすゃうう さけょうすっかっえ. ╃かは せつぇしす-
くうおけゃ しけさっゃくけゃぇくうえ ぉせょっす さぇぉけすぇすぬ こけかっゃぇは 
おせたくは. ┿ おけきぇくょぇき-こけぉっょうすっかはき けさゅぇくういぇすけさに 
こけょぇさはす こぇきはすくにっ しせゃっくうさに – そせすぉけかおう.

ぁおしすさっきぇかぬくにっ しけさっゃくけゃぇくうは ゃっかけ-
ぉぇえおっさけゃ «╃っくぬ ‶けぉっょに くぇょ ゅさぇゃうすぇちうっえ» 

くぇ きぇせくすうくゅぉぇえおぇた う ゃっかけしうこっょぇた ╁╋》 ょかは 
すさうぇかぇ う そさうしすぇえかぇ ぉせょせす こさけたけょうすぬ し 16:00 
ょけ 20:00 くぇ しすぇょうけくっ «╂けさくはお». ]けさっゃくけ-
ゃぇくうは  ょっかはすしは くぇ ょゃぇ ねすぇこぇ: ょかは こさけそっし-
しうけくぇかけゃ う ょかは かのぉうすっかっえ. ╁ すけえ う ょさせゅけえ 
ゅさせここっ ぉせょっす ゃにはゃかっく こけぉっょうすっかぬ, おけすけさにえ 
こけかせつうす こさうい ゃ さぇいきっさっ 10000 させぉかっえ. [っ-
ゅうしすさぇちうは せつぇしすくうおけゃ ょけ 8 きぇは こけ すっかっそけくせ 
+7-908-635-26-18. 

〈ぇおあっ 7, 8 う 9 きぇは  ゃ 【うかけゃおっ こさけえょせす 
しけさっゃくけゃぇくうは こけ すさけそうさっえょぇき くぇ おゃぇょさけ-
ちうおかぇた. ╋ぇさてさせす ゅけくおう こさけすはあひくくけしすぬの ょけ 
200 おき ぉせょっす こさけたけょうすぬ こけ かっしくにき いぇぉけかけつっく-
くにき ょけさけゅぇき, こけ おけすけさにき きぇかけ こさけしすけ こさけったぇすぬ 
– ゃ けこさっょっかひくくけえ こけしかっょけゃぇすっかぬくけしすう くせあくけ 
しけぉさぇすぬ こけさはょおぇ 120 おけくすさけかぬくにた すけつっお (╉‶) う 
こさっけょけかっすぬ けしけぉけ しかけあくにっ しこっちせつぇしすおう. 8 きぇは 
こさけえょひす すけさあっしすゃっくくけっ けすおさにすうっ, ぇ ゃ 10:00 
せつぇしすくうおう しすぇさすせのす くぇ こっさゃにえ しこっちせつぇしすけお. 9 
きぇは ゃ 10:00 ぉせょっす ょぇく しすぇさす くぇ しこっちせつぇしすけお ゃすけ-
さけゅけ ょくは しけさっゃくけゃぇくうえ. 

〈[┿╃╇『╇ぅ
┫┩┰┯╃┮ ┫┩┰┯╃┮┤ 
┦┬┨┬┶ ┬┫┨┤┯┩┮┤

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
〉あっ すさぇょうちうっえ しすぇかぇ さぇいょぇつぇ ゃ 

╀っさひいけゃしおけき ゃ つっしすぬ ╃くは ‶けぉっょに 
╂っけさゅうっゃしおうた かっくすけつっお. ╁けす う くにく-
つっ きせくうちうこぇかうすっす いぇおぇいぇか ょっしはすぬ 
すにしはつ かっくすけつっお. ‶けかけゃうくせ うい くうた 
ゃけかけくすひさに さぇいょぇょせす くぇ せかうちぇた ぇゃすけ-
きけぉうかうしすぇき う こってったけょぇき くぇ ねすけえ くっ-
ょっかっ. 600 こけかせつぇす せつぇしすくうおう ぇおちうう 
«[ぇししゃっす ‶けぉっょに». ′ぇおけくっち, ゃ しぇき 
こさぇいょくうお かっくすけつおう ゃさせつぇす ゅけさけあぇ-
くぇき くぇ きうすうくゅっ せ きっきけさうぇかぇ ぉけっゃけえ 
しかぇゃに う すさせょけゃけえ ょけぉかっしすう. 

╀っさひいけゃしおぇは ╂っけさゅうっゃしおぇは かっくすけつ-
おぇ – けしけぉぇは: くぇ っひ おけくつうおぇた ういけぉさぇ-
あひく ゅっさぉ ╀╂¨. ぁすぇ うょっは ゃけいくうおかぇ ゃ 
さぇきおぇた ょゃうあっくうは «〈っrra Libera»; こけ 
けしけぉけきせ いくぇおせ きに すっこっさぬ きけあっき さぇい-
ゅかはょっすぬ いっきかはおぇ ゃ かのぉけき きっしすっ. 

′っ すぇお ょぇゃくけ しっきぬは ぉっさっいけゃつぇく 
ゃしすさっつぇかぇ さけょしすゃっくくうおけゃ くぇ あっかっい-
くけょけさけあくけき ゃけおいぇかっ. ‶さうてかう くぇ 
しすけはくおせ, ぇ ぇゃすけきけぉうかぬ くっ いぇゃけょうすしは. 
╃っゃせておぇ-ゃけょうすっかぬ ぉさけしうかぇしぬ いぇ こけょ-
きけゅけえ う ゃうょうす: きぇてうくぇ くっこけょぇかひおせ 
しすけうす, ぇ くぇ っひ  ぇくすっくくっ – かっくすけつおぇ 
し ゅっさぉけき さけょくけゅけ けおさせゅぇ. ╆っきかはおう, 
しぇきけ しけぉけえ, ゃにさせつうかう. 

╁¨╆を╋╇〈╄ ′┿ ╆┿╋╄〈╉〉

╉┿╉ ‶¨╄╃〉〈 
┿╁〈¨╀〉]｠?
╉ぇお しけけぉとうかう くぇき ゃ けすょっかっ すさぇくしこけさすくけゅけ 

けぉしかせあうゃぇくうは くぇしっかっくうは ╀╂¨, 9 きぇは こかけ-
とぇょぬ ¨おすはぉさぬしおけえ さっゃけかのちうう ぉせょっす «いぇ-
ぉかけおうさけゃぇくぇ» ょかは すさぇくしこけさすぇ し 9:00 ょけ 
10:00, せつぇしすけお けす こかけとぇょう ょけ たさぇきぇ いぇ-
おさけっすしは ょけ 10:30, けす たさぇきぇ こけ ]すさけうすっかっえ 
ょけ 【うかけゃしおけえ – し 10:00 ょけ 15:00, ぇ せかうちぇ 
〈っぇすさぇかぬくぇは しすぇくっす こってったけょくけえ し 12:00 
ょけ 24:00. 

]けけすゃっすしすゃっくくけ こけきっくはっすしは さぇしこうしぇ-
くうっ ょゃうあっくうは けぉとっしすゃっくくけゅけ すさぇくしこけさすぇ. 
┿ゃすけぉせしに きぇさてさせすけゃ わ2, 4, 8, 10 こけえょせす 
つっさっい ]けしくけゃにえ ぉけさ. ╀せょっす けすきっくひく ょっゃは-
すうつぇしけゃけえ さっえし «すさけえおう». ] 9:00 すぇおあっ こけ 
╂ぇゅぇさうくぇ つっさっい ]けしくけゃにえ ぉけさ ぉせょせす おせさ-
しうさけゃぇすぬ ぇゃすけぉせしに きぇさてさせすぇ わ166, ぇ し 
11:00 – わ101, 104, 105, 105お, 107, 112, 
114, 121.

9 きぇは さっょぇおちうは ╀[ けさゅぇくう-
いせっす «こけょこうしくにっ» しすけかに せ 
ぇさおう ‶けぉっょに. ] 10:30 ょけ 13 
つぇしけゃ ゃしっ あっかぇのとうっ しきけ-
ゅせす おせこうすぬ ぇぉけくっきっくす くぇ ╀[. 
]すけうきけしすぬ ゅぇいっすに ぉっい ょけしすぇゃ-
おう しけしすぇゃかはっす 250 させぉかっえ, し 
せしかせゅぇきう こけつすぇかぬけくぇ – 330 
させぉかっえ 10 おけこっっお. 〉しこっゃぇえすっ 
こけょこうしにゃぇすぬしは, こけおぇ ちっくに 
けしすぇのすしは くぇ こさっあくっき せさけゃくっ! 

‶¨╃‶╇]╉┿-2011

¨』╄′を ╁┿╅′¨
‶¨╅┿[｠
‶け こさけゅくけいぇき ╂うょさけきっすちっくすさぇ, かっすけ 

2011 ゅけょぇ ぉせょっす  あぇさおうき う しせたうき. 〉あっ 
しっえつぇし, し くぇしすせこかっくうっき すひこかけえ こけゅけょに, 
かっしくにっ こけあぇさに せゅさけあぇのす ゅけさけょせ う こけ-
しひかおぇき.

╁ おけくちっ ぇこさっかは ゃにてかけ こけしすぇくけゃ-
かっくうっ ぇょきうくうしすさぇちうう  «¨ ゃゃっょっくうう 
けしけぉけゅけ こさけすうゃけこけあぇさくけゅけ さっあうきぇ 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» (こけかくにえ すっおしす こけしすぇくけゃかっ-
くうは つうすぇえすっ ゃ «╀っさひいけゃしおけき さぇぉけつっき» 
わ48 けす 5 きぇは). ′ぇ ゃさっきは ょっえしすゃうは 
けしけぉけゅけ さっあうきぇ いぇこさっとぇっすしは: しあうゅぇ-
くうっ きせしけさぇ う すさぇゃに, ゃ すけき つうしかっ う くぇ 
うくょうゃうょせぇかぬくにた しぇょけゃにた せつぇしすおぇた; こけ-
しっとっくうっ ゅさぇあょぇくぇきう かっしけゃ う ゃにっいょに 
ゃ かっしぇ すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ, さけょ ょっ-
はすっかぬくけしすう おけすけさにた くっ しゃはいぇく し さぇぉけ-
すけえ ゃ かっしぇた; こさけゃっょっくうっ しっかぬたけいこぇかけゃ 
くぇ こけかはた しっかぬたけいこさっょこさうはすうえ; こさけゃっ-
ょっくうっ かっしけいぇゅけすけゃけお う うしこけかぬいけゃぇくうっ 
すったくうおう くぇ こけかっゃにた さぇぉけすぇた, くっ うきっの-
とうた うしおさけゅぇしうすっかっえ.

┿ょきうくうしすさぇちうは けおさせゅぇ けぉさぇとぇっすしは 
お ぉっさっいけゃつぇくぇき し こさういにゃけき しけぉかの-
ょぇすぬ ねかっきっくすぇさくにっ こさぇゃうかぇ こけあぇさ-
くけえ ぉっいけこぇしくけしすう う こけゃっょっくうは くぇ 
こさうさけょっ.   

‶さっょけしすっさっゅうすっ う けしすぇくけゃうすっ けす けこさけ-
きっすつうゃにた こけしすせこおけゃ しゃけうた いくぇおけきにた, しけ-
しっょっえ う ょさせいっえ!

‶けきくうすっ, つすけ すけかぬおけ しけゃきっしすくに-
きう せしうかうはきう, こさけはゃかはは こけゃにてっく-
くせの ぉょうすっかぬくけしすぬ, ゃくうきぇすっかぬくけしすぬ 
う けしすけさけあくけしすぬ, きに しきけあっき けぉっいけこぇ-
しうすぬ しっぉは う しゃけうた ぉかういおうた けす けゅくっく-
くけえ しすうたうう! 

‶せしすぬ くけきっさ ねおしすさっくくにた しかせあぉ ぉせょっす 
ゃしっゅょぇ こけょ させおけえ! ╆ぇこうてうすっ ゃ すっかっそけく-
くせの おくうゅせ きけぉうかぬくけゅけ すっかっそけくぇ くけきっさ 
8-(34369) 4-96-60.

‶け おけさけすおけきせ くけきっさせ 112 う 911 
(けこっさぇすけさに しゃはいう U-Tel, ╋〈]) すぇおあっ 
きけあくけ しけけぉとうすぬ け いぇきっつっくくにた けつぇゅぇた 
ゃけいゅけさぇくうは. 

╆┿╃｠╋╇╊╇
╁ こはすくうちせ せすさけき ゃ ╀っさひいけゃしおけき けとせ-

とぇかしは いぇこぇた ゅぇさう. ′ぇつぇかぬくうお 62-けえ 
こけあぇさくけえ つぇしすう ゃ ╀っさひいけゃしおけき ╆ぇせさ 
〉きぇさけゃうつ ╁っいうっゃ しおぇいぇか, つすけ くうおぇおうた 
しうゅくぇかけゃ け こさけうしてっしすゃうはた ゃ うた しかせあぉせ 
くっ こけしすせこぇかけ. ‶け きくっくうの けゅくっぉけさちっゃ, 
ねすけ ょぇつくうおう うかう あうすっかう つぇしすくけゅけ しっおすけ-
さぇ あゅせす すさぇゃせ. ╁ つっすゃっさゅ こさっょしすぇゃうすっかう 
こけあぇさくけえ しかせあぉに う  ゅけさけょしおけえ ぇょきうくう-
しすさぇちうう ゃにっいあぇかう ゃ 【うかけゃおせ. 〈けさそは-
くうおう すぇき こけかくけしすぬの こけすせてっくに – こけしすぇ-
くけゃうかぇ おけきうししうは. ]っえつぇし くぇ おけくすさけかっ 
すけかぬおけ けょうく こけあぇさ: きっあょせ ╋けくっすくにき う 
¨しすさけゃくにき ゃょけかぬ せいおけおけかっえくけえ ょけさけゅう 
ゅけさうす すけさそ. ╀けさっすしは しけ しすうたうっえ ぉっさひ-
いけゃしおけっ かっしくうつっしすゃけ. ╁ こさぇいょくうおう ぉかう-
あぇえてうっ お ゅけさけょせ かっしくにっ きぇししうゃに ぉせょせす 
こぇすさせかうさけゃぇすぬしは きうかうちうっえ う ぉさうゅぇょぇきう 
こけあぇさくけえ つぇしすう. ╅っかぇのとうき こけあぇさうすぬ 
てぇてかにおう くぇ こさうさけょっ ゅさけいうす てすさぇそ ょけ 
ょっしはすう すにしはつ させぉかっえ.

¨‶[╄]]¨╁╉╇
¨¨¨ «╅╉》-》けかょうくゅ» ょけゃけょうす ょけ しゃっ-

ょっくうは あうすっかっえ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ けぉ うしこに-
すぇくうはた すっこかけすさぇしし ゃ 2011 ゅけょせ:

12 きぇは 2011 ゅ. し 9:00 ょけ 17:00 ぉせょっす 
こさけゃけょうすぬしは ゅうょさぇゃかうつっしおぇは けこさっししけゃ-
おぇ けぉさぇすくにた すさせぉけこさけゃけょけゃ ょぇゃかっくうっき 
12,5 おゅし/しき すっこかけきぇゅうしすさぇかっえ ╀╋-2, ╀╋-
12, ╀╋-3 し こさっおさぇとっくうっき ゅけさはつっゅけ ゃけょけ-
しくぇぉあっくうは.

12 きぇは 2011 ゅ. c 9:00 ょけ 17:00 ぉせょっす 
こさけゃけょうすぬしは ゅうょさぇゃかうつっしおぇは けこさっししけゃ-
おぇ けぉさぇすくにた すさせぉけこさけゃけょけゃ ょぇゃかっくうっき 
12,5 おゅし/しき すっこかけくけしうすっかっえ ╀╋-4, ╀╋-5, 
╀╋-6, ╀╋-8, ╀╋-9 し こさっおさぇとっくうっき ゅけさは-
つっゅけ ゃけょけしくぇぉあっくうは.

12 う 13 きぇは 2011 ゅ. c 0:00 ょけ 6:00 
ぉせょっす こさけゃけょうすぬしは ゅうょさぇゃかうつっしおぇは 
けこさっししけゃおぇ けぉさぇすくけゅけ きぇゅうしすさぇかぬくけゅけ 
すさせぉけこさけゃけょぇ ╋-39 こけゃにてっくくにき ょぇゃかっ-
くうっき ぉっい こさっおさぇとっくうは ゅけさはつっゅけ ゃけょけ-
しくぇぉあっくうは.

╁ しかせつぇっ ゃけいくうおくけゃっくうは ぇゃぇさうえ-
くにた しうすせぇちうえ いゃけくうすぬ 4-84-80.
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╋ぇさうは 【┿╉╇[¨╁┿, こけし. ╋けくっすくにえ

╅╇╁┱〈 くぇ せかうちっ ╉ぇえゅけさけょけゃぇ, つすけ ゃ ╋けくっすくけき, 
せょうゃうすっかぬくけ すさせょけかのぉうゃぇは, しおさけきくぇは, けすいにゃつう-

ゃぇは あっくとうくぇ. ╄え 81 ゅけょ, くけ ゃにゅかはょうす けくぇ くっ こけ ゃけいさぇしすせ 
きけかけあぇゃけえ う おさぇしうゃけえ. ╊っすけき っひ ょけき せすけこぇっす ゃ ちゃっすぇた, 
おせさけつおう-こっしすさせておう ゃぇあくけ さぇしたぇあうゃぇのす こけ ょゃけさせ, ゃっさ-
くにえ こひし, おぇお いゃけくけお, しけけぉとぇっす け こさうぉかうあっくうう かのょっえ.

]せょぬぉぇ たけいはえおっ ょけきぇ, ╄かっくっ 
╊っけくうょけゃくっ  ]っきっえおうくけえ (╉ぇかっ-
きう), ゃにこぇかぇ すさぇゅうつくけえ. ╁ しゃけう 12 
かっす けくぇ こけいくぇかぇ, つすけ すぇおけっ ゃけえくぇ, 
こかっく, さっこさっししうう. 〈けかぬおけ ゃ 1991-き 
ゅけょせ ╆ぇおけく [《 «¨ さっぇぉうかうすぇちうう 
あっさすゃ こけかうすうつっしおうた さっこさっししうえ» 
ゃけししすぇくけゃうか っひ ゃ ゅさぇあょぇくしおうた 
こさぇゃぇた, こけすっさはくくにた こさう ゃにしにかおっ 
こけ くぇちうけくぇかぬくけきせ こさういくぇおせ うい 
╉さにきしおけえ ┿]][ ゃ ]ゃっさょかけゃしおせの 
けぉかぇしすぬ, しくはか おかっえきけ ゃさぇゅぇ くぇ-
さけょぇ し しっきぬう. 56 かっす けくぇ あうゃひす 
ゃ くぇてっき こけしひかおっ, おけすけさにえ しすぇか 
ゃすけさけえ さけょうくけえ. 

[けょうかぇしぬ ╄かっくぇ ╊っけくうょけゃくぇ ゃ 
ょっさっゃくっ ╊ぇおう, つすけ ゃ 17 おうかけきっ-
すさぇた けす ╀ぇたつうしぇさぇは. ‶さぇゃょぇ, ねすけえ 
ょっさっゃくう ょぇゃくけ せあっ くっす: ゃしひ すぇき 
こっさっおけこぇくけ, くっ けしすぇかけしぬ ょぇあっ 
そせくょぇきっくすけゃ ういぉ. ╊ぇおう あうかぇ 
しゃけうき きうさおけき. ╄ひ くっ けしけぉけ うく-
すっさっしけゃぇかう しけぉにすうは, おけすけさにっ 
こさけうしたけょうかう ょぇかぬてっ, つっき ゅけさぇ 
しゃはすけゅけ ╇かぬう, ゃけいゃにてぇのとっゅけしは 
くぇょ こけしっかっくうっき. ╊のょう ゃにさぇとう-
ゃぇかう すぇぉぇお, ゃうくけゅさぇょ, しおけす, さぇし-
すうかう ょっすっえ. ╁ ねすけき ぉかぇゅけょぇすくけき 
せゅけかおっ ╉さにきぇ おけゅょぇ-すけ こさけあうゃぇ-
かぇ う しっきぬは ╉ぇかっきう. ¨すっち, ╊っけくうょ 
]すっこぇくけゃうつ, さぇぉけすぇか ゃ こけあぇさくけき 
ょっこけ. ╋ぇすぬ, ]けそぬは ╁かぇょうきうさけゃ-
くぇ, いぇくうきぇかぇしぬ ょけきぇてくうき たけいはえ-
しすゃけき う つっすにさぬきは ょけつおぇきう. 〈ぇお 
ぉに きうさくけ しせとっしすゃけゃぇかぇ かぇおしおぇは 
いっきかは, っしかう ぉに くっ ゃけえくぇ. ╊っけくうょぇ 
]すっこぇくけゃうつぇ こさういゃぇかう くぇ そさけくす, 
ぇ ゃしおけさっ すっささうすけさうの ╉さにきぇ けおおせ-
こうさけゃぇかう そぇてうしすに. 

╁ いうきくっっ せすさけ 1942 ゅけょぇ せ ょけきぇ 
こさっょしっょぇすっかは おけかたけいぇ けしすぇくけゃう-
かぇしぬ きぇてうくぇ し くっきちぇきう. ╃っさっ-
ゃっくしおうた そぇてうしすに しさぇいせ けぉゃうくうかう 
ゃ こけしけぉくうつっしすゃっ こぇさすういぇくぇき. ╇, 
こさぇゃょぇ, けょくけきせ うい けすさはょけゃ あうすっ-
かう こけきけゅぇかう こさけょせおすぇきう, けょっあ-
ょけえ, ぇ ゃ きけさけいに せおさにゃぇかう ゃ しゃけうた 
ょけきぇた: ゃ ╊ぇおぇた くっ ぉにかけ こさっょぇすっ-
かっえ, つすけ くっかぬいは ぉにかけ しおぇいぇすぬ け 
ょさせゅうた しひかぇた, さぇしこけかけあっくくにた ゃ 
ょけかうくっ. ╅うすっかう ょっさっゃくう こけょょっさ-
あうゃぇかう しけゃっすしおせの ゃかぇしすぬ, ぇ くぇ 
いょぇくうう しっかぬしけゃっすぇ ゃ こっさゃにっ ょくう 
けおおせこぇちうう ゃしひ っとひ さぇいゃっゃぇかしは 
おさぇしくにえ そかぇゅ.

¨いかけぉかっくくにっ くっきちに さってうかう 
しすっさっすぬ ╊ぇおう し かうちぇ いっきかう. ╀にかう 
しけああっくに ゃしっ ょけきぇ, そっさきぇ, おかせぉ. 

′っ しきけゅかう おぇさぇすっかう かうてぬ 
さぇいさせてうすぬ ょけ けしくけゃぇくうは 
ちっさおけゃぬ しゃはすけゅけ ╄ゃぇく-
ゅっかうしすぇ ╊せおう. ′け しぇきにき 
しすさぇてくにき う さけおけゃにき 
ょくひき ょかは くぇてっえ ゅっさけうくう, 
っひ さけょくにた う しけしっょっえ しすぇかけ 
23 きぇさすぇ 1942 ゅけょぇ: けおおせ-
こぇくすに う ょけぉさけゃけかぬちに うい 
おぇさぇすっかぬくけゅけ ぉぇすぇかぬけくぇ 
けおさせあうかう ょっさっゃくの – けくう 
ぉにかう ういゃっとっくに, つすけ せ 
きっしすくけゅけ くぇしっかっくうは っしすぬ 
けさせあうっ. ╁しった しけぉさぇかう こっ-
さっょ いょぇくうっき しっかぬしけゃっすぇ う 
けぉにしおぇかう. ′っしきけすさは くぇ すけ, 
つすけ くうおぇおけゅけ けさせあうは くっ 
くぇてかう, こさうおかぇょぇきう けすけ-

ゅくぇかう ゃ しすけさけくせ ぉけかっっ 30 きせあつうく. 
]さっょう くうた ぉにかう さけょしすゃっくくうおう 
╉ぇかっきう. ╅っくせ けょくけゅけ うい ぉさぇすぬっゃ 
けすちぇ こさうゃはいぇかう お おさけゃぇすう, ょけき 
こけょけあゅかう, ぇ っひ ゃけしぬきうきっしはつくけゅけ 
さっぉひくおぇ ぉさけしうかう ゃ けゅけくぬ. ╅っく-
とうくぇ おさうつぇかぇ ょけ すった こけさ, こけおぇ くぇ 
くっひ くっ けぉさせてうかぇしぬ ゅけさはとぇは おさけゃ-
かは. ╀にかけ せくうつすけあっくけ 87 ょゃけさけゃ. 
〈ぇお ╊ぇおう しすぇかう おさにきしおけえ 》ぇすに-
くぬの.

′っかっゅおけ ぉにかけ こっさっあうすぬ しきっさすぬ 
う ょさせゅけゅけ ょはょう, ′うおけかぇは ]こぇう, 
かっゅっくょぇさくけゅけ さぇいゃっょつうおぇ ╉ぇさぇ-
しせぉぇいぇさしおけゅけ こぇさすういぇくしおけゅけ けす-
さはょぇ, ゃにこけかくはゃてっゅけ けしけぉけっ いぇょぇ-
くうっ 『っくすさぇかぬくけゅけ こぇさすういぇくしおけゅけ 
てすぇぉぇ. ]さっょう あうすっかっえ けおぇいぇかしは 
こさっょぇすっかぬ, おけすけさにえ ゃにょぇか っゅけ. 

‶けしかっ あっしすけおうた こにすけお ′うおけかぇえ 
ぉにか こけゃってっく くぇ こかけとぇょう. 

╁ ゅけょに けおおせこぇちうう ぉにかけ すさせょくけ 
し こさけょせおすぇきう, う けょくぇあょに ゃしっ いぇ-
こぇしに いぇおけくつうかうしぬ. 〈けゅょぇ ]けそぬは 
╁かぇょうきうさけゃくぇ さってうかぇ ったぇすぬ くぇ 
のゅ 〉おさぇうくに, つすけぉに こさけょぇすぬ ゃっとう 
う おせこうすぬ っょせ. ‶さけとぇはしぬ し ょっすぬきう, 
ょぇかぇ ょけつっさう こはすぬ させぉかっえ くぇ こさけ-
こうすぇくうっ, ゃいはかぇ きってけお う しおぇいぇかぇ: 
«╊っくぇ, すに けしすぇひてぬしは いぇ しすぇさてせの. 
╀っさっゅう しっしすさひくけお, ぇ は しおけさけ ゃっさ-
くせしぬ». ╁っさくせすぬしは けくぇ しきけゅかぇ かうてぬ 
つっさっい ょゃぇ きっしはちぇ. 〈させょくけ こさっょ-
しすぇゃうすぬ, つすけ こっさっあうかぇ いぇ ねすう 60 
ょくっえ すさうくぇょちぇすうかっすくはは ょっゃつせて-
おぇ, おけゅょぇ くぇ ょっすしおうっ こかっつう かっゅ-
かぇ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ  きかぇょてうた. 
¨くぇ つぇしすけ こかぇおぇかぇ こけ くけつぇき, こさう-

しかせてうゃぇはしぬ お 
かのぉけきせ てけ-
さけたせ う しおさうこせ 
ゃけさけす. ╀っあぇかぇ 
お ょゃっさはき ゃ 
くぇょっあょっ, つすけ 
きぇきぇ ゃけいゃさぇ-
すうかぇしぬ ょけきけえ. 
′け つせょぇ くっ 
こさけうしたけょうかけ. 
┿ こけ せすさぇき  
ょけかゅけ くっ けす-
おさにゃぇかぇ ゅかぇいぇ, 
つすけぉに くっ ゃう-
ょっすぬ ゃいゅかはょぇ 
すさひた ゅけかけょくにた 
しっしすひさ う くっ 
しかにてぇすぬ うた 
こかぇつぇ: «╊っくぇ, 
きに っしすぬ たけ-
すうき!» 

′ぇ こけさけゅっ 
ょけきぇ  ]けそぬは 
╁かぇょうきうさけゃ-
くぇ こけはゃうかぇしぬ 
うしたせょぇゃてぇは, 

ういきせつっくくぇは. ¨ぉくはかぇ けゅけかけょぇゃ-
てうた ょっすっえ う ゅけさぬおけ いぇこかぇおぇかぇ. 
‶けしかっ けしゃけぉけあょっくうは ╉さにきぇ けす 
くっきっちおうた ゃけえしお あういくぬ しすぇかぇ くぇ-
かぇあうゃぇすぬしは. ′け しっきぬっ ╉ぇかっきう 
しせょぬぉぇ こさっょけしすぇゃうかぇ すけかぬおけ きっ-
しはち こっさっょにておう: こけしすせこうか こさぇゃう-
すっかぬしすゃっくくにえ 〉おぇい け ゃにしっかっくうう 
うい ╉さにきぇ すぇすぇさ, ぉぇかおぇさ, こさっょ-
しすぇゃうすっかっえ ょさせゅうた くぇさけょくけしすっえ, 
けおぇいぇゃてうたしは ゃ けおおせこぇちうう, し うた 
うしすけさうつっしおけえ さけょうくに.  «╆ぇ つすけ?» 
– ねすけす くっきけえ ゃけこさけし ぉにか ゃ ゅかぇいぇた 
せ ゃしった. ′け くうおすけ ょぇあっ くっ こけすさせ-
ょうかしは けすゃっすうすぬ かのょはき.

〈ぇお しっきぬは ╉ぇかっきう けおぇいぇかぇしぬ ゃ 
しこうしおぇた さっこさっししうさけゃぇくくにた かうてぬ 
すけかぬおけ こけすけきせ, つすけ こっさっあうかぇ 
ゃっしぬ せあぇし ゃけっくくにた かっす う くっ せきっさ-
かぇ. 『っかにきう ねてっかけくぇきう せゃけいうかう 
うた くぇ ╀けかぬてせの いっきかの. ╁ けょくけき 
うい すぇおうた すけゃぇさくにた ゃぇゅけくけゃ こさう-
ゃっいかう ╄かっくせ ╊っけくうょけゃくせ くぇ くけ-
ゃせの さけょうくせ – ╄かけゃにえ せつぇしすけお, 
おけすけさにえ ぉにか さぇしこけかけあっく ゃ くっ-
しおけかぬおうた おうかけきっすさぇた けす しすぇくちうう 
╋けくっすくけえ. [ぇししっかうかう こけ ぉぇさぇおぇき, 
こけ くっしおけかぬおけ しっきっえ ゃ おぇあょけき. 
╇い ぉさっいっくすぇ, おけすけさにえ かっあぇか くぇ 
こけかせ, しょっかぇかう こっさっゅけさけょおう, こさう-
ゃっいかう あっかっいくにっ おさけゃぇすう, きぇすさぇ-
ちに くぇぉうかう しけかけきけえ. ╆ぇすっき ぉにかけ 
こっさっしっかっくうっ くぇ ‶っさゃけきぇえしおうえ 
せつぇしすけお. ]くけゃぇ ぉぇさぇお, くけ せあっ し 
けすょっかぬくにきう おけきくぇすぇきう. ╊っくっ 
すけゅょぇ うしこけかくうかけしぬ 14 かっす, う けくぇ 
こけしすせこうかぇ くぇ ╋けくっすくけっ すけさそけ-
こさっょこさうはすうっ くぇ こさけしせておせ う せぉけさ-

おせ すけさそぇ. 〈ぇお し 1944 ゅけょぇ くぇつぇ-
かぇしぬ っひ すさせょけゃぇは ょっはすっかぬくけしすぬ. 

╁ 1946 ゅけょせ ゃっさくせかしは し そさけくすぇ 
けすっち, しすぇかけ かっゅつっ. ′け っあっきっしはつくけ 
こさうたけょうかけしぬ ょっかぇすぬ せくういうすっかぬ-
くにっ けすきっすおう ゃ しこっちおけきっくょぇすせさっ… 
╄かっくぇ こけしすせこうかぇ くぇ おせさしに ぉせた-
ゅぇかすっさけゃ, いょっしぬ こけいくぇおけきうかぇしぬ 
し ┿さおぇょうっき ]っきっえおうくにき, しすせ-
ょっくすけき さっきっしかっくくけゅけ せつうかうとぇ, 
こさけたけょうゃてうき こさぇおすうおせ ゃ ╋〈‶. 
╋けかけょにっ こけかのぉうかう ょさせゅ ょさせゅぇ う 
ゃしおけさっ こけあっくうかうしぬ. [けょうかう ょっ-
すっえ, こけしすさけうかう しゃけえ ょけき こけ せかう-
ちっ ╆ぇゃけょしおけえ, くにくっ ╉ぇえゅけさけょけゃぇ. 
‶けしかっ ╄かっくぇ ╊っけくうょけゃくぇ  31 ゅけょ 
けすょぇかぇ ╋けくっすくけきせ すさぇおすけさけさっ-
きけくすくけきせ いぇゃけょせ – しくぇつぇかぇ てすぇき-
こけゃけつくけきせ ちったせ, ぇ いぇすっき  かうすっえ-
くけきせ. ′っすさせょくけ こさっょしすぇゃうすぬ, おぇお 
けくぇ さぇぉけすぇかぇ: くっょぇさけき うきっっす 
いくぇおう こけぉっょうすっかは しけちうぇかうしすう-
つっしおけゅけ しけさっゃくけゃぇくうは, せょぇさくうおぇ 
おけききせくうしすうつっしおけゅけ すさせょぇ, きっょぇかぬ 
ゃっすっさぇくぇ すさせょぇ. ┿ っとひ けくぇ くぇ-
ゅさぇあょっくぇ のぉうかっえくにきう きっょぇかはきう 
ゃ つっしすぬ 50-かっすうは う 60-かっすうは ‶け-
ぉっょに. 〉しすぇゃぇかぇ くぇ いぇゃけょっ すぇお, つすけ 
くう させおけえ, くう くけゅけえ くっ きけゅかぇ こけ-
てっゃっかうすぬ. ′け ょけきぇ あょぇかう ょっすう, 
くぇょけ ぉにかけ ょっさあぇすぬしは. ┿ おぇお ぉっい 
けぉとっしすゃっくくけえ さぇぉけすに? ╁ ょけきぇて-
くっき ぇさたうゃっ たさぇくうすしは ょうこかけき いぇ 
ぇおすうゃくけっ せつぇしすうっ ゃけ ╁しっしけのいくけき 
しきけすさっ しぇきけょっはすっかぬくけゅけ たせょけあっ-
しすゃっくくけゅけ すゃけさつっしすゃぇ, こけしゃはとひく-
くけき 40-かっすうの ‶けぉっょに しけゃっすしおけゅけ 
くぇさけょぇ ゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ 
ゃけえくっ. ╁けす ゃぇき う «ゃさぇゅ»…

╉けゅょぇ せてひか うい あういくう きせあ, 
しっさょちっ っひ おぇお ぉせょすけ いぇおぇきっくっかけ: 
くう ぉけかう, くう しかひい. 〉かにぉおぇ うしつっいかぇ 
し かうちぇ, ゃいゅかはょ しすぇか しすさけあっ, ゅけかけし 
すゃひさあっ. ′け こさけてかう ゅけょに, ょっすう 
こけょさけしかう, こけしすせこうかう ゃ ゃにしてうっ 
せつっぉくにっ いぇゃっょっくうは, こけょぇさうかう っえ 
しっきっさにた ゃくせおけゃ う ゃくせつっお, おけすけ-
さにっ つぇしすけ こさうっいあぇのす, くぇゃっとぇのす 
しゃけの ょけぉさせの, こけくうきぇのとせの ぉぇ-
ぉせておせ.

╄かっくぇ ╊っけくうょけゃくぇ ゃしっゅょぇ 
けこさはすくぇ, こさうゃっすかうゃぇ, くうおすけ う くっ 
こけょけいさっゃぇっす, しおけかぬおけ こさうてかけしぬ 
こっさっあうすぬ ねすけえ あっくとうくっ. ¨くぇ 
くっ けいかけぉうかぇしぬ くぇ ゃかぇしすぬ, くっ こけ-
すっさはかぇ かのぉけゃぬ お [けょうくっ. ′け っえ 
しくうすしは くけつぇきう のあくにえ ゃっすっさ, さぇし-
おぇつうゃぇのとうえ ゃうくけゅさぇょくせの かけいせ, 
きけかけょにっ さけょうすっかう, こさけゃけあぇの-
とうっ ゃいゅかはょけき はさおうえ ょうしお しけかくちぇ, 
いぇおぇすにゃぇのとうえしは いぇ ゅけさせ しゃはすけゅけ 
╇かぬう. ╇ しすぇくけゃうすしは くぇ ょせてっ すっこかけ 
う きうさくけ, しかけゃくけ う くっ ぉにかけ ゃ っひ 
あういくう ゃけえくに う ぉけかう.

╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ

È ÑÅÐÄÖÓ ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ ÃÎÐÜÊÎ…
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
]けぉにすうは ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに 

せょぇかはのすしは けす くぇし, くけ こぇきはすぬ け くうた くっ せゅぇ-
しぇっす. ╁くせおう う こさぇゃくせおう ゃけえくに いくぇのす すった, 
おすけ しさぇあぇかしは いぇ しゃけぉけょせ くぇてっえ しすさぇくに. ╁ 
╀っさひいけゃしおけき つぇしすけ ゅっさけっゃ いくぇのす ゃ かうちけ, 
ゃっょぬ おぇあょにえ ゅけょ ゃっすっさぇくに こさうたけょはす ゃ 
ておけかに う ょっすしおうっ しぇょに, つすけぉに けすゃっすうすぬ くぇ 
ゃけこさけしに かのぉけいくぇすっかぬくにた ょっすっえ う ゃ すにしはつ-
くにえ さぇい せしかにてぇすぬ しかけゃぇ ぉかぇゅけょぇさくけしすう いぇ 
うた こけょゃうゅ. 

╁ かうちっっ わ7 こけきうきけ すさぇょうちうけくくにた 
ゃしすさっつ う おかぇししくにた つぇしけゃ っあっゅけょくけ こさけ-
たけょうす «【ぇたすひさしおうえ けゅけくひお», しけぉうさぇの-
とうえ  いぇ しすけかうおぇきう ゅけさくはおけゃ う ゃっすっさぇくけゃ 
ゃけえくに.  ┿ ゃ こさっょょゃっさうう ╃くは こけぉっょに ょかは 
ぉにゃてうた しけかょぇす ょっすう こさけゃけょはす おけくちっさ-
すに, ゅょっ いゃせつぇす ゃけっくくにっ こっしくう. 【おけかぬ-
くうおう ゃいはかう てっそしすゃけ くぇょ くっおけすけさにきう 
ゃっすっさぇくぇきう ′けゃけぉっさひいけゃしおけゅけ きうおさけ-
さぇえけくぇ.  ╋くけゅけ かっす けくう ょさせあうかう し ╋ぇっき 
╀させしけゃにき, おけすけさにえ ゃけ ゃさっきは ╁っかうおけえ 
¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに しかせあうか かひすつうおけき. 
′っょぇゃくけ ╋ぇえ ′うおけかぇっゃうつ せったぇか うい ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ お さけょしすゃっくくうおぇき ゃ 〈ゃっさしおせの 

けぉかぇしすぬ, くけ ておけかぬくうおう せあっ こさうゅけすけゃうかう 
ょかは くっゅけ こけいょさぇゃうすっかぬくせの すっかっゅさぇききせ う 
こけしにかおせ. ╁ ぇこさっかっ かうちっうしすに くぇゃっしすうかう 
さにちぇさは けさょっくぇ ‶けつひすくけゅけ かっゅうけくぇ ′うおけ-
かぇは ╁ぇしっくうくぇ,  ╊っけくうょ ┿さおぇくけゃ, ゃっすっさぇく 
ゃけえくに  すけあっ つぇしすにえ ゅけしすぬ くぇ こさぇいょくうおぇた 
ゃ かうちっっ わ7. ‶さけ ╊っけくうょぇ ‶っすさけゃうつぇ  
しくはかう そうかぬき せつぇとうっしは しけしっょくっゅけ けぉさぇ-
いけゃぇすっかぬくけゅけ せつさっあょっくうは – かうちっは わ3 
«┿かぬはくし». ╁ くひき ょっすう さぇししおぇいぇかう け ぉけゅぇ-
すけえ ゃけっくくけえ ぉうけゅさぇそうう ぉにゃてっゅけ ぉけえちぇ, 
し ねすうき ゃうょっけさけかうおけき かうちっうしすに ゃにしすせ-
こぇかう くぇ ゅけさけょしおけえ くぇせつくけ-こさぇおすうつっしおけえ 
おけくそっさっくちうう. ╁っすっさぇくけゃ ゃけえくに けしすぇひすしは 
ゃしっ きっくぬてっ, こけねすけきせ くぇ すさぇょうちうけくくにっ 
おけくちっさすに «┿かぬはくし» こさうゅかぇてぇっす すさせあっ-
くうおけゃ すにかぇ う ょっすっえ ゃけえくに. 

– ╃っゃはすけゅけ きぇは ゃけ ゃさっきは きうすうく-
ゅぇ くぇ きっきけさうぇかっ くぇてう さっぉはすぇ ぉせ-
ょせす ゃさせつぇすぬ ゃっすっさぇくぇき てけおけかぇょおう 
し ねきぉかっきけえ かうちっは, – さぇししおぇいにゃぇっす 
っとひ けぉ けょくけえ すさぇょうちうう ¨かぬゅぇ ╆けき-
きっさ, いぇきっしすうすっかぬ ょうさっおすけさぇ かうちっは 
わ3. – 〈ぇお こさうはすくけ しきけすさっすぬ, おぇお 

さぇしちゃっすぇのす かうちぇ ゃっすっさぇくけゃ, おけゅ-
ょぇ さっぉはすぇ ょっかぇのす うき ねすう くっぉけかぬてうっ 
こけょぇさおう. 

╁ ておけかっ わ2 ょかは ゅっさけっゃ ╁っかうおけえ ¨すっつっ-
しすゃっくくけえ ゃけえくに ゃにしすせこぇのす くっ すけかぬおけ ょっすう, 
くけ う たけさ ゃっすっさぇくけゃ, ょさせあぉぇ し ねすうき おけかかっお-
すうゃけき こけいゃけかはっす せしすさぇうゃぇすぬ ょせてっゃくにっ きせ-
いにおぇかぬくにっ ゃっつっさぇ: 

– ╋に こさけゃっかう ゃしすさっつう し ゃっすっさぇくぇきう 
こけつすう ゃけ ゃしった おかぇししぇた, は こっさっあうゃぇかぇ, つすけ 
しすぇさてっおかぇししくうおぇき ねすけ ぉせょっす くっうくすっさっしくけ, 
くけ けてうぉかぇしぬ. ╃っしはすうおかぇししくうおう し うくすっさっ-
しけき しかせてぇかう さぇししおぇいに け ゃけえくっ, う ょぇあっ くっ 
しさぇいせ けすこせしすうかう ゃっすっさぇくけゃ! ]すけかぬおけ ゃけ-
こさけしけゃ いぇょぇゃぇかう! – さぇょせっすしは 〈ぇきぇさぇ [に-
あけゃぇ, こっょぇゅけゅ ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇ-
くうは, させおけゃけょうすっかぬ ておけかぬくけゅけ きせいっは. 

′っけぉにつくにき ょっかけき いぇくはかうしぬ ょっすう うい きけ-
くっすくうくしおけえ ておけかに わ32. ╉ 20-かっすうの ‶けぉっ-
ょに ゃ ╋けくっすくけき けょくけえ うい こっさゃにた ゃ [けししうう 
こけはゃうかぇしぬ ╉くうゅぇ こぇきはすう, ゅょっ ぉにかう しゃっょっ-
くうは け きけくっすくうくちぇた, こけゅうぉてうた ゃ ゅけょに ╁っ-
かうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに. 』っさっい 45 かっす 
ぉっしちっくくぇは おくうゅぇ しすぇかぇ さぇしこぇょぇすぬしは う こけ 

うくうちうぇすうゃっ こさっょしっょぇすっかは しけゃっすぇ きせいっは 
╃きうすさうは ¨さかけゃぇ ぉにかけ こさうくはすけ さってっくうっ 
しけいょぇすぬ っひ ねかっおすさけくくせの ゃっさしうの. 

– ╁ ╉くうゅっ きに けぉくぇさせあうかう きくけゅけ けてう-
ぉけお. ╉けゅょぇ くぇつぇかう うしおぇすぬ くぇてうた こけゅうぉてうた 
しけかょぇす ゃ ゃけっくくにた ぇさたうゃぇた, けおぇいぇかけしぬ, つすけ 
こっさっこせすぇくに けすつっしすゃぇ, ゅけょに さけあょっくうは, – 
さぇししおぇいにゃぇっす ╋ぇさうは 【ぇおうさけゃぇ, ぉにゃてうえ 
させおけゃけょうすっかぬ きせいっは うしすけさうう こ. ╋けくっすくけゅけ. 
– ╁ ぇさたうゃぇた きに しせきっかう くぇえすう ょぇあっ すった いっき-
かはおけゃ, おけすけさにっ つうしかうかうしぬ ぉっい ゃっしすう こさけ-
こぇゃてうきう. 

╇い ╋けくっすくけゅけ せてかう くぇ そさけくす 500 つっかけ-
ゃっお, 286 うい くうた こけゅうぉかう, しっえつぇし ゃ あうゃにた 
けしすぇかけしぬ すけかぬおけ ゃけしっきぬ ゃっすっさぇくけゃ. ╃かは くうた 
せつぇとうっしは きっしすくにた ておけか せしすさぇうゃぇのす こさぇいょ-
くうおう う くぇゃっとぇのす ょけきぇ. 

¨ぉとっくうっ し ゃっすっさぇくぇきう – てぇくし せいくぇすぬ 
けぉ うしすけさうつっしおうた しけぉにすうはた しけさけおけゃにた ゅけ-
ょけゃ こさけてかけゅけ ゃっおぇ うい こっさゃにた せしす, う っゅけ 
けぉはいぇすっかぬくけ くせあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ. ╁っょぬ 
つっき ぉけかぬてっ きけかけょひあぬ ぉせょっす いくぇすぬ け ゃけ-
えくっ, すっき ぉけかぬてっ けくぇ ぉせょっす ちっくうすぬ きうさ-
くせの あういくぬ.

╋. 【ぇおうさけゃぇ (しかっゃぇ) し ╄. ]っきっえおうくけえ
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10:00	 ╃/]	]┿╋¨╄	〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄	〉╀╇╈]〈╁¨

11:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╈	┿′╂╊╇╈]╉╇╈	╉¨╋╀╇′┿〈¨[

12:00	 ╃/]	╉┿╉	╇]╉〉]]〈╁¨	]¨〈╁¨[╇╊¨	╋╇[

13:00	 ╃/]	〈┿╈′｠	‶¨╃╁¨╃′¨╂¨	╋╇[┿

14:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╁¨╇′｠

15:00	 ╃/]	╉[┿╉┿〈┿〉.	‶¨]╊╄╃′╇╄	╃′╇

16:00	 ╃/]	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄	』╄╊¨╁╄╉┿

17:00	 ╃/《	【‶╇¨′｠,	╉¨〈¨[｠╄	╁｠【╊╇	╇╆	╋¨[ぅ

18:00	 ╃/]	]┿╋¨╄	〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄	〉╀╇╈]〈╁¨

19:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╈	┿′╂╊╇╈]╉╇╈	╉¨╋╀╇′┿〈¨[

20:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	╁╄[╃╇

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

╁	╀[╇〈┿′╇╇

22:00	 ╃/《	]╁ぅ〈¨╈	‶┿〈[╇╉

23:00	 ╃/《	╋¨[╄	¨╂′ぅ

0:00	 ╃/《	‶¨╁╄╊╇〈╄╊を	]╇‶┿′┿

1:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ

2:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╄	[╄╅╇]]╄[｠

3:30	 ╃/《	╀[╇╃╅╇〈	╀┿[╃¨	–	]╇╋╁¨╊	《[┿′『╇╇

4:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	╁╄[╃╇

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

╁	╀[╇〈┿′╇╇

6:00	 ╃/《	]╁ぅ〈¨╈	‶┿〈[╇╉

7:00	 ╃/《	╋¨[╄	¨╂′ぅ

8:00	 ╃/《	‶¨╁╄╊╇〈╄╊を	]╇‶┿′┿

9:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ

10:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╄	[╄╅╇]]╄[｠

11:30	 ╃/《	╀[╇╃╅╇〈	╀┿[╃¨	–	]╇╋╁¨╊	《[┿′『╇╇

12:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	╁╄[╃╇

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

╁	╀[╇〈┿′╇╇

14:00	 ╃/《	]╁ぅ〈¨╈	‶┿〈[╇╉

15:00	 ╃/《	╋¨[╄	¨╂′ぅ

16:00	 ╃/《	‶¨╁╄╊╇〈╄╊を	]╇‶┿′┿

17:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ

18:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╄	[╄╅╇]]╄[｠

19:30	 ╃/《	╀[╇╃╅╇〈	╀┿[╃¨	–	]╇╋╁¨╊	《[┿′『╇╇

20:00	 ╃/]	╃〉》¨╁′┿ぅ	╋〉╆｠╉┿

21:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	]‶〉〈′╇╉┿

22:00	 ╃/《	¨╃╇′	╋┿〈』	╁	〈〉[╇′╄

23:30	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╀[╇〈┿′]╉╇╄	‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

0:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

1:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿

2:00	 ╃/《	′╄╆┿╁╇]╇╋¨╄	╉╇′¨

3:00	 ╃/《	′╄╊を]¨′	╋┿′╃╄╊┿:	╁¨╈′┿	╆┿	╋╇[

4:00	 ╃/]	╃〉》¨╁′┿ぅ	╋〉╆｠╉┿

5:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	]‶〉〈′╇╉┿

6:00	 ╃/《	¨╃╇′	╋┿〈』	╁	〈〉[╇′╄

7:30	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╀[╇〈┿′]╉╇╄	‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

8:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

9:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿

10:00	 ╃/《	′╄╆┿╁╇]╇╋¨╄	╉╇′¨

11:00	 ╃/《	′╄╊を]¨′	╋┿′╃╄╊┿:	╁¨╈′┿	╆┿	╋╇[

12:00	 ╃/]	╃〉》¨╁′┿ぅ	╋〉╆｠╉┿

13:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	]‶〉〈′╇╉┿

14:00	 ╃/《	¨╃╇′	╋┿〈』	╁	〈〉[╇′╄

15:30	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╀[╇〈┿′]╉╇╄	‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

16:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

17:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿

18:00	 ╃/《	′╄╆┿╁╇]╇╋¨╄	╉╇′¨

19:00	 ╃/《	′╄╊を]¨′	╋┿′╃╄╊┿:	╁¨╈′┿	╆┿	╋╇[

20:00	 ╃/《	′╄╇╆╁╄]〈′｠╈	╋╇╉╄╊┿′╃╅╄╊¨

21:00	 ╃/《	]╇╊┿	《╊¨〈┿	╉¨[¨╊╄╁｠	╄╊╇╆┿╁╄〈｠

22:00	 ╃/《	[┿]‶〉〈╇′:	╃をぅ╁¨╊	╁¨	‶╊¨〈╇

23:00	 ╃/]	╇]〈¨[╇ぅ	[┿]╇╆╋┿

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.30	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

8.30	》/《	«╃¨╊╂┿ぅ	╃¨[¨╂┿	╁	╃ぃ′┿》»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

18.55	]╁╄〈╊¨╈	‶┿╋ぅ〈╇	‶┿╁【╇》	╁	╀¨[を╀╄	‶[¨〈╇╁	

《┿【╇╆╋┿.	╋╇′〉〈┿	╋¨╊』┿′╇ぅ

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.30	«╀┿╀を╄	╊╄〈¨»

20.00	》/《	«╁¨[»

22.00	‶[┿╆╃′╇』′｠╈	]┿╊ぃ〈

22.15	«╀┿╀を╄	╊╄〈¨»

23.15	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

23.45	》/《	«╀╄╊¨[〉]]╉╇╈	╁¨╉╆┿╊»

01.45	〈/]	«‶¨╋┿╃′｠╄	╃╅〉′╂╊╇»

02.35	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.25	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

05.25	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	«¨〈╉[¨╁╄′′｠╈	[┿╆╂¨╁¨[»

14.00	》/《	«]╋ぅ〈╄′╇╄	』〉╁]〈╁»

15.30	«¨〈╉[¨╁╄′′｠╈	[┿╆╂¨╁¨[»

17.30	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«′┿	‶〉〈╇	╉	]╄[╃『〉»

21.00	«╁╃¨╁｠»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«′╄╁╄[′¨]〈を»

01.10	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

04.00	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.30	》/《	«╁¨[»

14.30	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

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

╂┿╁[╇╊¨╁┿»

17.00,	03.50	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«′┿	‶〉〈╇	╉	]╄[╃『〉»

21.00	«╋┿〈を	╇	╃¨』を»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╀┿╊┿╋〉〈»

01.15	》/《	«[┿╆‒ぅ[┱′′｠╈»

04.50	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

7.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

10.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

11.00	》/《	«〈¨′╉┿ぅ	【〈〉』╉┿»

12.45	«╁╉〉]｠	╋╇[┿»

13.00	«╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿»

17.00,	02.45	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«′┿	‶〉〈╇	╉	]╄[╃『〉»

21.00	«]〈¨	¨[╂┿╆╋¨╁	╁	╃╄′を»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╁╆[¨]╊｠╄	╃╄〈╇»

00.55	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.45	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00	╋〉╆.	‶[¨╂[┿╋╋┿

6.30	′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇

6.55	«╃╄╊¨	┿]〈┿》¨╁┿»

7.50	 ╊╇[╇』╄]╉┿ぅ	 ╉¨╋╄╃╇ぅ	 «′╄╅╃┿′′¨-

′╄╂┿╃┿′′¨»

9.30	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

10.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

10.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«‶╇[┿〈	╇	‶╇[┿〈╉┿»

17.30,	03.45	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	》/《	«¨〈	〈ぃ[を╋｠	╇	¨〈	]〉╋｠...»

22.05	«╋〉╅』╇′｠	╉┿╉	╅╄′】╇′｠»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«ぅ	¨]〈┿ぃ]を»

01.45	》/《	«]〈[┿′′┿ぅ	╊ぃ╀¨╁を»

04.45	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

8.00	«╃┿』′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

8.30	》/《	«』╄╊¨╁╄╉	]	╀〉╊を╁┿[┿	╉┿‶〉『╇′¨╁»

10.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╁╄╊╇╉╇╈	╂╄〈]╀╇»

13.30	«]╁┿╃╄╀′¨╄	‶╊┿〈を╄»

14.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

15.00	«╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿»

16.00	》/《	«╊╄[┿»

18.00	«╉〉》′ぅ»

18.30	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

19.00	«′╄╃╄╊ぅ	╀╄╆	╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30	》/《	«‶╊┿〈╉╇»

21.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«〈ぃ╃¨[｠»

23.30	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

00.00	》/《	«╀╄[╄╂╇]を	┿╁〈¨╋¨╀╇╊ぅ»

01.50	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.40	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

04.40	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	╋╄╃╇『╇′]╉┿ぅ	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

7.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.40	¨╊╄╂	╀¨[╇]¨╁,	┿╊╄╉]╄╈	╂[╇╀¨╁,	╁╊┿╃╇╋╇[	

╃¨[¨《╄╄╁	╁	╋╄╊¨╃[┿╋╄	«╁╇[╇′╄ぅ»

9.45	«]╊┿╃╉╇╄	╇]〈¨[╇╇»

10.15	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╂[┿《	╋¨′〈╄-╉[╇]〈¨»

18.00	«‶[¨	〉]┿〈｠》	╇	》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

19.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╂[╄》╇	′┿【╇»

21.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«〈ぃ╃¨[｠»

23.30	«′╄╃╄╊ぅ	╀╄╆	╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«‶[¨]〈¨	╁╋╄]〈╄»

01.50	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.40	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

04.40	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ

7.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.40	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

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

9.45	》/《	«¨]╁¨╀¨╅╃╄′╇╄»

11.45	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

13.00	》/《	«¨]╁¨╀¨╅╃╄′╇╄»

18.10	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.30	╂╊┿╁′¨╄

18.55	]╁╄〈╊¨╈	‶┿╋ぅ〈╇	‶┿╁【╇》.	╋╇′〉〈┿	╋¨╊』┿′╇ぅ

19.20	》/《	«╀╊¨╉┿╃┿.	╊〉╅]╉╇╈	[〉╀╄╅»

21.05	》/《	«╀╊¨╉┿╃┿.	‶〉╊╉¨╁]╉╇╈	╋╄[╇╃╇┿′»

22.15	》/《	«╀╊¨╉┿╃┿.	╊╄′╇′╂[┿╃]╉╇╈	╋╄〈[¨′¨╋»

23.55	》/《	«╀╊¨╉┿╃┿.	¨‶╄[┿『╇ぅ	«╇]╉[┿»

00.55	‶[┿╆╃′╇』′｠╈	╉¨′『╄[〈	╉	╃′ぃ	‶¨╀╄╃｠

02.10	》/《	«╋╄[〈╁｠╈	]╄╆¨′»

05.00	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
10.40,	12.30	〈/]	«〈╇》╇╈	╃¨′»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
13.25	〈/]	«╁¨╈′┿	′┿	╆┿‶┿╃′¨╋	′┿‶[┿╁╊╄′╇╇»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»
22.30	》/《	«╉¨╊を╄	【┿[╊¨〈〈｠»,	1	]╄[╇ぅ
00.00	》/《	«╋｠【╄╊¨╁╉┿»
01.45	〈/]	«〈╇》¨¨╉╄┿′]╉╇╈	《[¨′〈»
04.00	》/《	«╅╄]〈¨╉╇╄»

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
10.45,	12.30	〈/]	«〈╇》╇╈	╃¨′»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
13.35	〈/]	«╁¨╈′┿	′┿	╆┿‶┿╃′¨╋	′┿‶[┿╁╊╄′╇╇»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»
22.30	》/《	«╉¨╊を╄	【┿[╊¨〈〈｠»,	2	]╄[╇ぅ
23.45	》/《	«ぁ〈¨	]╊〉』╇╊¨]を	╁	╋╇╊╇『╇╇»
01.25	》/《	«╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
03.55	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈
04.50	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30,	12.30	〈/]	«〈╇》╇╈	╃¨′»

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

13.25	〈/]	«╁¨╈′┿	′┿	╆┿‶┿╃′¨╋	′┿‶[┿╁╊╄′╇╇»

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	》/《	«╉¨╊を╄	【┿[╊¨〈〈｠»,	3	]╄[╇ぅ

01.35	》/《	«╋｠【╄╊¨╁╉┿»

03.20	》/《	«ぁ〈¨	]╊〉』╇╊¨]を	╁	╋╇╊╇『╇╇»

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

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30,	 12.30	 〈/]	 «╁¨╈′┿	 ′┿	 ╆┿‶┿╃′¨╋	 ′┿-

‶[┿╁╊╄′╇╇»

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

23.00	》/《	«╆┿]〈┿╁┿	╁	╂¨[┿》»

01.00	》/《	«〈╄〈[¨»

03.35	》/《	«‶[╄《╄[┿′]	‶¨	‶ぅ〈′╇『┿╋»

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

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.00	》/《	«¨》,	〉╅	ぁ〈┿	′┿]〈ぅ!»
9.20	》/《	«╀¨╊を【┿ぅ	‶╄[╄╋╄′┿»
14.35	〈/]	«』╇]〈¨	┿′╂╊╇╈]╉╇╄	〉╀╇╈]〈╁┿»
16.35	〈/]	«』╇]〈¨	┿′╂╊╇╈]╉╇╄	〉╀╇╈]〈╁┿»
18.30	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»

23.00	〈/]	«╀[┿〈をぅ	‶¨	¨[〉╅╇ぃ»

01.20	╃/《	«╋｠	╁｠]〈¨╇╋	╁╋╄]〈╄»

02.55	》/《	«┿‶‶┿╊〉╆┿»

04.55	╃/《	«╆┿╂[¨╀′｠╈	╋╇[	╃[╄╁′╄╂¨	╄╂╇‶〈┿»

6.00	╃/]	«╁	‶¨╇]╉┿》	╆┿〈╄[ぅ′′｠》	╋╇[¨╁»

7.00	╃/《	«¨╀╇〈┿〈╄╊╇	‶[¨╀╉¨╁¨╂¨	╊╄]┿»

8.00	╋/《	«╁╊┿]〈╄╊╇′	╉¨╊╄『»

10.00	]╄╈』┿]

10.10	 ╃/《	 «]¨╀┿』を╄	 ]╄[╃『╄.	 ╉┿╉	 ]′╇╋┿╊]ぅ	

╊╄╂╄′╃┿[′｠╈	《╇╊を╋...»

11.05	╃/《	«╊╇』′｠╄	╁╄】╇	╋╇》┿╇╊┿	╀〉╊╂┿╉¨╁┿»

12.05	╇]〈¨[╇╇	╇╆	╀〉╃〉】╄╂¨

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

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

15.35	》/《	«╋╇╋╇′¨»

17.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ.	¨	╂╊┿╁′¨╋

18.30	╂╊┿╁′¨╄

19.30	》/《	«]¨╀┿』を╄	]╄[╃『╄»

22.15	》/《	«╀╄╂»

02.05	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ.	¨	╂╊┿╁′¨╋

03.05	》/《	«』〉╅╇╄	‶╇]を╋┿»

04.55	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╊╄〈ぅ〈	╅〉[┿╁╊╇»

10.30	》/《	«╆╁╄[¨╀¨╈»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«]┿》┿[┿»

17.00	╃[┿╋┿	«╇╆╂¨╈»

18.50	╋╇′〉〈┿	╋¨╊』┿′╇ぅ

20.00	 «〉╊╄〈′¨╄	 ╁╇╃╄¨.	 ]┿╋｠╄	 ¨‶┿]′｠╄	

‶[¨《╄]]╇╇	[¨]]╇╇»

21.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠.	╅╄′】╇′｠	╆┿	[〉╊╄╋»

23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»

00.35	╀¨╄╁╇╉	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»

01.30	 ╋╄╊¨╃[┿╋┿	 «╃′╄╁′╇╉╇	 «╉[┿]′¨╈	

〈〉《╄╊を╉╇»

02.05	╃[┿╋┿	«╇╆╂¨╈»

04.55	 «〉╊╄〈′¨╄	 ╁╇╃╄¨.	 ]┿╋｠╄	 ¨‶┿]′｠╄	 ‶[¨-

《╄]]╇╇	[¨]]╇╇»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»

10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»

10.30	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╊╄〈ぅ〈	╅〉[┿╁╊╇»

12.30,	16.00,	21.00,	05.25	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»

13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇

14.00	〈/]	«CSI»

15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

17.00,	20.30	«]¨]╄╃╇»

17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇

18.30	«╃╄′を»

19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»

23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»

01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»

01.45	》/《	«╆╁╄╆╃｠	ぁ╂╄[┿»

04.05	〈/]	«╂╃╄	〈[╄〈╇╈	╉¨[¨╊を?»

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

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«╀╄╆	╁╇╃╇╋｠》	‶[╇』╇′»
12.30,	16.00,	21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
17.00,	20.30	«]¨]╄╃╇»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30,	22.30,	00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»
23.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.35	》/《	«〈〉‶╇╉»
03.25	》/《	«‶[¨‶┿╁【╄╄	╆¨╊¨〈¨	╇′╉¨╁»
04.40	》/《	«╀╄╆	╁╇╃╇╋｠》	‶[╇』╇′»

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

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

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

«╉¨¨‶╄[┿『╇ぅ»

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30	》/《	«╁¨¨[〉╅╄′	╇	¨』╄′を	¨‶┿]╄′»

11.30	 〈/]	 «╇╁┿′	 ‶¨╃〉【╉╇′.	 ╃╅╄′〈╊を╋╄′	

]｠]╉┿	3»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	╀¨╄╁╇╉	«╀┿′╃╇〈]╉╇╈	‶╄〈╄[╀〉[╂»

16.30,	04.15	╃[┿╋┿	«╋╄╅╃〉	╅╇╆′をぃ	╇	]╋╄[〈をぃ»

18.30,	02.00	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╁]╄╊ぅぃ】╇╄	]〈[┿》»

20.30	«]¨]╄╃╇.	╂╄[¨╈	′╄╃╄╊╇»

21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠.	〈¨‶	20»

21.30	«〉╂¨′»

22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»

22.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

23.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»

00.05	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

00.35	》/《	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»

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

6.00	》/《	«╁¨¨[〉╅╄′	╇	¨』╄′を	¨‶┿]╄′»

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.20	«╋╄╃╇『╇′]╉¨╄	¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30	》/《	«』╄╊¨╁╄╉	]	╀〉╊を╁┿[┿	╉┿‶〉『╇′¨╁»

11.30	 〈/]	 «╇╁┿′	 ‶¨╃〉【╉╇′.	 ╃╅╄′〈╊を╋╄′	

]｠]╉┿	3»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	╀¨╄╁╇╉	«╀┿′╃╇〈]╉╇╈	‶╄〈╄[╀〉[╂»

16.30,	04.00	》/《	«╄╂╄[を»

18.30,	02.00	》/《	«‶╊╄〈╄′｠╈	』╄╊¨╁╄╉»

20.30	«]¨]╄╃╇.	╂╄[¨╈	′╄╃╄╊╇»

21.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠.	〈¨‶	20»

21.30	«〉╂¨′»

22.00	«¨‶╄[┿『╇ぅ	╃¨╊╅′╇╉»

22.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

23.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»

00.05	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

00.35	╀¨╄╁╇╉	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»

01.30	〈/]	«╃′╄╁′╇╉╇	«╉[┿]′¨╈	〈〉《╄╊を╉╇»
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6:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
7:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
8:00	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
8:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
8:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
9:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
9:55	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
10:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
11:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
11:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
12:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
13:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

╂[╇′¨╋
14:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
14:40	 [｠╀┿╊╉┿	′┿	┿〈╊┿′〈╇』╄]╉¨╋	‶¨╀╄[╄╅を╄	

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

╂[╇′¨╋
5:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
5:40	 】〉╉┿.	《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈	〉╊¨╁

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

╂[╇′¨╋
17:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
17:40	 [｠╀┿╊╉┿	′┿	┿〈╊┿′〈╇』╄]╉¨╋	‶¨╀╄[╄╅を╄	

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

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

╂[╇′¨╋
8:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
8:40	 】〉╉┿.	《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈	〉╊¨╁
9:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
10:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
10:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
11:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
11:40	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
12:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
13:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
14:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
14:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
15:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
15:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
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	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇
10:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
10:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
11:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈
11:40	 ]｠′	¨》¨〈′╇╉┿
12:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
13:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
13:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
14:00	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
14:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
14:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
15:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
15:55	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
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	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋
2:40	 ¨》¨〈┿	′┿	[╄╁〉】╇》	¨╊╄′╄╈
3:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
4:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
4:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
5:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
5:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
5:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈

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

╂[╇′¨╋
11:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
11:40	 】〉╉┿.	《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈	〉╊¨╁
12:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
13:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
13:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
14:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
14:40	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
15:55	 ┿╊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	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

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

6:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈

7:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄

8:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

8:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠

9:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄

9:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿

10:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿

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

11:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄

11:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『

12:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄

12:40	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇

13:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

13:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿

14:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈

14:40	 ]｠′	¨》¨〈′╇╉┿

15:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈

16:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿

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

17:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿

17:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈

18:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿

18:55	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋

19:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠

20:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨

20:40	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『

21:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈

22:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄

23:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

23:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
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2011 ãîäà

УЧИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ゃゃっょっくうは けしくけゃ こさぇゃけしかぇゃくけえ おせかぬすせさに ゃ 
ておけかっ しすぇかう こさっょきっすけき さぇいゅけゃけさぇ ゃ いぇかっ ╃ゃけさちぇ きけかけ-

ょひあう ゃ きうくせゃてせの こはすくうちせ. ╁しすさっつぇ, おけすけさぇは ういくぇつぇかぬくけ いぇ-
ょせきにゃぇかぇしぬ おぇお さけょうすっかぬしおけっ しけぉさぇくうっ, ぉにかぇ うくうちううさけゃぇくぇ う 
けさゅぇくういけゃぇくぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅしおけえ ╄こぇさたうっえ.

‶っさっょ ぉっさひいけゃしおうきう さけょうすっ-
かはきう, せつうすっかはきう う こさっょしすぇゃうすっ-
かはきう ぇょきうくうしすさぇちうう ゃにしすせこうか 
しけゃっすくうお ‶さぇゃはとっゅけ ┿さたうっさっは こけ 
けぉさぇいけゃぇくうの う くぇせおっ, おぇくょうょぇす 
こっょぇゅけゅうつっしおうた くぇせお ]すぇくうしかぇゃ 
‶けゅけさっかけゃ. ‶けょ っゅけ させおけゃけょしすゃけき 
ぉにか しけいょぇく う くっ すぇお ょぇゃくけ ゃに-
てっか ゃ しゃっす せつっぉくうお ょかは しさっょくっえ 
ておけかに こけ けしくけゃぇき こさぇゃけしかぇゃくけえ 
おせかぬすせさに (¨‶╉), おけすけさにえ う ぉにか 
こさっょしすぇゃかっく くぇ しけぉさぇくうう しぇきうき 
ぇゃすけさけき. ╁にしすせこうかう こっさっょ ぉっさっ-
いけゃつぇくぇきう すぇおあっ くぇしすけはすっかぬ こさう-
たけょぇ ゃけ うきは 〉しこっくうは ‶さっしゃはすけえ 
╀けゅけさけょうちに ゃ ゅけさけょっ ╀っさひいけゃ-
しおけき けすっち ╁かぇょうきうさ 〈せきぇくしおうえ 
(けく こけゃっょぇか, ゃ すけき つうしかっ, け すけき, 
くぇしおけかぬおけ しっゅけょくは くっけぉたけょうきけ 
おぇあょけきせ こさぇゃけしかぇゃくけきせ つっかけゃっおせ 
こけゃにてぇすぬ せさけゃっくぬ しゃけっえ さっかうゅう-
けいくけえ おせかぬすせさに) う おけくしせかぬすぇくす こけ 
くぇちうけくぇかぬくにき う さっかうゅうけいくにき ゃけ-
こさけしぇき ぇょきうくうしすさぇちうう ゅせぉっさくぇ-

すけさぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ╇くゅぇ 
╉けさけかぬおけゃぇ. 

‶け しかけゃぇき ╇くゅう ╁かぇょうかっくけゃ-
くに, ぇこさけぉぇちうは おせさしぇ «¨しくけゃに 
さっかうゅうけいくにた おせかぬすせさ う しゃっすしおけえ 
ねすうおう», おけすけさぇは ぉにかぇ いぇこせとっくぇ 
ゃ ておけかぇた ょっゃはすくぇょちぇすう さっゅうけくけゃ 
[けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう ゃ ねすけき 
せつっぉくけき ゅけょせ, こさけてかぇ せしこってくけ. 
«╀けかぬてうくしすゃけ さけょうすっかっえ ぉにかけ 
ょけゃけかぬくけ くけゃにき こさっょきっすけき, ぇ 
けこぇしっくうは, つすけ ゃけいくうおくせす こさけぉかっ-
きに ゃけ ゃいぇうきけょっえしすゃうう し ょさせゅうきう 
すさぇょうちうけくくにきう おけくそっししうはきう, くっ 
けこさぇゃょぇかうしぬ», – しおぇいぇかぇ けくぇ.

¨ょくぇおけ しっゅけょくは きぇかけ さけょうすっ-
かっえ う ょっすっえ ょっかぇのす ゃにぉけさ ゃ こけかぬ-
いせ けしくけゃ こさぇゃけしかぇゃくけえ おせかぬすせさに, 
ぉけかぬてぇは うた つぇしすぬ けしすぇくぇゃかうゃぇ-
っすしは くぇ けしくけゃぇた しゃっすしおけえ ねすうおう. 
〈ぇお, こけ しすぇすうしすうつっしおうき ょぇくくにき, 
ゃ 2009-2010-き せつっぉくけき ゅけょせ ゃ 
くぇてっき けおさせゅっ くっ ぉけかっっ しけすくう ょっ-
すっえ けしゃぇうゃぇかう おせさし ¨‶╉, すけゅょぇ 

おぇお ねおしこっさうきっくすぇかぬくぇは こさけゅさぇき-
きぇ ぉにかぇ ゃゃっょっくぇ ゃっいょっ, ゅょっ っしすぬ 
こぇさぇかかっかう つっすゃひさすにた おかぇししけゃ. 
]ょっかぇすぬ てぇゅ お うしこさぇゃかっくうの こけかけ-
あっくうは ゃ しかっょせのとっき ゅけょせ こかぇくう-
さけゃぇかう けさゅぇくういぇすけさに しけぉさぇくうは. 

]さっょう さけょうすっかっえ う こっょぇゅけゅけゃ 
しけたさぇくはっすしは くっけょくけいくぇつくけっ けす-
くけてっくうっ お ういせつっくうの さっかうゅうう (う 
しゃっすしおけえ ねすうおう) ゃ ておけかっ. ¨ょくう 
しつうすぇのす, つすけ こさっこけょぇゃぇくうっ けし-
くけゃ ょせたけゃくけしすう – てぇくし ゃけしこうすぇすぬ 
ょっすっえ ゃ くさぇゃしすゃっくくけえ つうしすけすっ, 
ょさせゅうっ – つすけ こけょけぉくけっ ょぇゃかっくうっ 
ゃけけぉとっ けすすけかおくひす ておけかぬくうおけゃ けす 
さっかうゅうう. ╋くけゅうっ こさっこけょぇゃぇすっかう 
したけょはすしは ゃけ きくっくうう, つすけ おせさしに 
おぇお ¨‶╉, すぇお う しゃっすしおけえ ねすうおう, う 
けしくけゃ きうさけゃにた さっかうゅうえ くせあょぇのす-
しは ゃ ょけさぇぉけすおっ. ] ねすうき しけゅかぇしっく う 
くぇつぇかぬくうお せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇ-
くうは ┿かっおしっえ ╀さぇすつうおけゃ. 

〉ゃぇあぇっきにっ つうすぇすっかう! ‶けょ-
ょっさあうゃぇっすっ かう ゃに ゃゃっょっくうっ 
おせさしぇ けしくけゃ こさぇゃけしかぇゃくけえ 
おせかぬすせさに (うかう しゃっすしおけえ ねすうおう) 
ゃ ておけかっ? ╁にしおぇいにゃぇえすっ しゃけう 
きくっくうは. ╆ゃけくうすっ ぇゃすけさせ ねすけゅけ 
きぇすっさうぇかぇ こけ すっかっそけくせ 4-88-13.

′╄¨╀｠』′¨╄

4 ╋┿ぅ くけつぬの くぇょ しすけかうちっえ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こさけくっし-
かぇしぬ さぇおっすぇ «]けのい», いぇこせとっくくぇは し おけしきけょさけきぇ ‶かっしっちお. 

¨くぇ ゃにゃっかぇ くぇ けさぉうすせ ぇここぇさぇす «╋っさうょうぇく». ̈ ぉ ねすけき しけけぉとうかう 
ゃ こさっしし-しかせあぉっ きうくうしすっさしすゃぇ けぉけさけくに [《.

╉しすぇすう, さぇおっすぇ ぉにかぇ こさっおさぇしくけ ゃうょくぇ う うい ╀っさひいけゃしおけゅけ. ]こっさゃぇ 
きくけゅうっ ゅけさけあぇくっ こさうくはかう さぇおっすせ いぇ ′╊¨. «╄ょせ, くうおけゅけ くっ すさけゅぇの. 
╁ くっぉっ こけはゃかはっすしは おぇおぇは-すけ てすせおけゃうくぇ う つせすぬ かう くっ けしかっこかはっす. ╉すけ-
くうぉせょぬ おさけきっ きっくは ゃうょっか? 』すけ-すけ こさけかっすっかけ くぇょ ╀っさひいけゃしおうき ゃ さぇえ-
けくっ 24 つぇしけゃ し «こさけあっおすけさけき», くぇこさぇゃかっくくにき くぇ ゅけさけょ. ╁ ′╊¨ くっ 
ゃっさの, くけ っしかう しぇきけかひす, すけ こけつっきせ すぇおけえ けこすうつっしおうえ けぉきぇく? ‶けつっきせ 
いゃせおぇ くっ ぉにかけ しかにてくけ? ╇ こけつっきせ こさけあっおすけさ ぉにか くぇこさぇゃかっく ゃくうい?», − 
さぇししおぇいにゃぇか けょうく うい けつっゃうょちっゃ.

〈けかぬおけ こはすけゅけ きぇは しすぇかけ ういゃっしすくけ, つすけ し おけしきけょさけきぇ ‶かっしっちお 
こけいょくけ ゃっつっさけき ぉにかぇ いぇこせとっくぇ さぇおっすぇ-くけしうすっかぬ «]けのい-2.1ぇ» し ぇこ-
こぇさぇすけき «╋っさうょうぇく».

ðàêåòà 
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╉〉╊を〈〉[┿

Лети-лети, лепесток…
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
《けすけ ぇゃすけさぇ 

′┿╁╄[′ぅ╉┿ ゃに くっ さぇい くぇぉかの-
ょぇかう いぇ すっき, おぇお こさけすっおぇっす 

ちうおか あういくう ちゃっすおぇ: さけしすけお, いぇすっき 
おさっこおうえ しすっぉっかぬ し ぉせすけくけき, おけ-
すけさにえ さぇしこせしおぇっすしは う くっせきけかうきけ 
せゃはょぇっす, しぉさぇしにゃぇは はさおうっ かっこっしす-
おう. ′け っしすぬ ちゃっすに, おさせゅかにえ ゅけょ くぇ 
こさけすはあっくうう きくけゅうた かっす さぇょせのとうっ 
ゅかぇい しゃけっの おさぇしけすけえ. 〈ぇおけえ ちゃっすけお 
– «ぁょっかぬゃっえし» – たけさっけゅさぇそうつっしおうえ 
ぇくしぇきぉかぬ こけょ させおけゃけょしすゃけき ╇さうくに 
‶にたけゃけえ, すぇくちけさに おけすけさけゅけ ゃにしすせ-
こうかう ゃ ておけかっ うしおせししすゃ わ1 し けすつひす-
くにき おけくちっさすけき. 

╁ こさけゅさぇききっ: おかぇししうつっしおうっ, くぇさけょくにっ 
う しけゃさっきっくくにっ すぇくちに, おぇあょにえ うい くうた 
– きぇかっくぬおうえ しこっおすぇおかぬ し こさうつせょかうゃに-
きう おけしすのきぇきう, こけしすぇゃかっくくにえ こけ しちっくぇ-
さうの せきっかけゅけ «さっあうししひさぇ». ╆ゃせつうす ゃぇかぬし 
«‶っしくう ゃっしくに», くぇ しちっくっ おさせあぇすしは ゃっ-
しっくくうっ そっう ゃ ゃけいょせてくにた おけしすのきぇた う ゃけす 
せあっ きに くっ ゃ いさうすっかぬくけき いぇかっ, ぇ くぇ こけかは-
くっ, けつぇさけゃぇくに しゃっあっしすぬの こさけしくせゃてっえしは 
こさうさけょに.  

┿ ゃけす せあっ しかにてくに いゃせおう «]うさすぇおう», 
う ゅさぇちうけいくにっ ゅさっつっしおうっ ょっゃせておう し かひゅ-
おけしすぬの さうしせのす くけゅぇきう せいけさに ゃ ゃけいょせたっ. 
〈っきこ せしおけさはっすしは, う いぇか ゃ ゃけしたうとっくうう 
ぇこかけょうさせっす, こにすぇはしぬ こけこぇしすぬ ゃ すぇおす くっしせ-
とっえしは きせいにおっ. 

‶けおぇ すぇくちけさに こっさっけょっゃぇのすしは, ╇さうくぇ 
‶にたけゃぇ けぉとぇっすしは し いぇかけき, さぇししおぇいにゃぇは 
け しゃけひき ぇくしぇきぉかっ, すゃけさつっしおけき こさけちっし-
しっ しけいょぇくうは すぇくちっゃ う  こせすう ゃにこせしおくう-
おけゃ. ╇かかのしすさぇちうはきう お っひ さぇししおぇいせ しすぇか 
ゃうょっけさけかうお け すさせょけゃにた ぉせょくはた おけかかっお-
すうゃぇ う ぇさたうゃくにっ そけすけゅさぇそうう «ぁょっかぬ-
ゃっえしぇ». 

‶けはゃかっくうっ くぇ しゃっす おぇあょけゅけ くけきっさぇ 
– ねすけ ちっかぇは うしすけさうは. ╁けす, くぇこさうきっさ, 
ょかは «′っきっちおけゅけ すぇくちぇ» ょっさっゃはくくにっ 
つっさっゃうつおう こさうぉにかう こけ しこっちうぇかぬくけきせ 
いぇおぇいせ こさはきけ うい ╂けかかぇくょうう. ╆さうすっかはき 

こさっょかけあうかう こさうきっさうすぬ ぉぇてきぇおう; けおぇ-
いぇかけしぬ, ゃ くうた しかけあくけ ょぇあっ すけこくせすぬ くけ-
ゅけえ. ′け すぇくちけさに, しかけゃくけ ゃけゃしっ くっ けとせ-
とぇかう すはあっしすう けぉせゃおう, ゃけす けくぇ – しうかぇ 
うしおせししすゃぇ.  

′ぇ しちっくせ ゃにてかう う しけゃしっき のくにっ 
«ぁょっかぬゃっえしに» – ゃすけさけおかぇておう, おけすけさにっ 
こけおぇいぇかう けしくけゃに たけさっけゅさぇそうう. ] ねすうた あっ 
ぇいけゃ くぇつうくぇかう しゃけえ こせすぬ う くにくってくうっ ゃに-
こせしおくうおう. 

ぁすう はさおうっ かっこっしすおう «ぁょっかぬゃっえしぇ» くっ 
けこぇょせす: ゃにこせしおくうおう こさけょけかあぇす いぇくうきぇすぬしは 
せ かのぉうきけゅけ たけさっけゅさぇそぇ, すぇお あっ おぇお う しすぇさ-

てうっ おけかかっゅう, おけすけさにっ せあっ けすすぇくちっゃぇかう 
しゃけえ ゃにこせしおくけえ, う せおさぇしうかう しけぉけの けすつひす-
くにえ おけくちっさす. ¨いけさくぇは ]ゃっすかぇくぇ 【ぇたきぇすけ-
ゃぇ こさけかっすっかぇ くぇょ しちっくけえ こけょ «〈ぇさぇくすっか-
かせ», ぇ くっけぉにつぇえくけ かひゅおぇは, こかぇゃくぇは, しかけゃくけ 
『ぇさっゃくぇ ╊っぉっょぬ, 〈ぇすぬはくぇ ╊せおせすうくぇ しすぇくちっ-
ゃぇかぇ «[せししおうえ かうさうつっしおうえ». 

– ╁ ておけかっ うしおせししすゃ くぇ けすょっかっくうう たけ-
さっけゅさぇそうう は せつうかぇしぬ ゃけしっきぬ かっす, う ょぇあっ 
しっえつぇし こけきくの おぇあょにえ ょっくぬ, こさけゃっょひくくにえ 
いょっしぬ, – ゅけゃけさうす ぅくぇ 》ぇくぇそうくぇ, ゃにこせしお-
くうちぇ «ぁょっかぬゃっえしぇ». – ′ぇ せさけお きに ぉっあぇ-
かう, おぇお くぇ こさぇいょくうお. ぁすけ くっこっさっょぇゃぇっきけっ 
けとせとっくうっ, おけゅょぇ すに くっ きけあってぬ あうすぬ ぉっい 
すぇくちぇ! ╇, おけゅょぇ くぇしすぇか ょっくぬ そうくぇかぬくけゅけ 
けすつひすくけゅけ おけくちっさすぇ, きに くっ きけゅかう こけゃっ-
さうすぬ, つすけ こさけてかけ ゃけしっきぬ かっす. ¨くう くっいぇ-
きっすくけ こさけかっすっかう! ╋に つぇしすけ ゃしこけきうくぇっき 
ゅけょに けぉせつっくうは う けつっくぬ ゅさせしすくけ, つすけ くうつっ-
ゅけ くっ ゃっさくせすぬ. 

]けかうしす ぇくしぇきぉかは, ‶ぇゃっか ╃っゃはすけゃ, ゃに-
しすせこぇゃてうえ ゃ さけかう いぇゃうょくけゅけ あっくうたぇ ゃ 
こさっきぬっさくけき すぇくちっ «╁けいかっ さっつおう», すけあっ 
こさけょけかあぇっす しけゃっさてっくしすゃけゃぇすぬしは ゃ «ぁょっかぬ-
ゃっえしっ», う こかぇくうさせっす しゃはいぇすぬ しゃけの あういくぬ し 
たけさっけゅさぇそうっえ.

┿くしぇきぉかぬ, くけしはとうえ うきは ゅけさくけゅけ ちゃっすおぇ, 
しすぇゃてうえ せおさぇてっくうっき くぇてっゅけ ゅけさくはちおけゅけ 
ゅけさけょぇ, ゃくけゃぬ せょうゃうか いさうすっかっえ しゃけうき けさう-
ゅうくぇかぬくにき ゃうょっくうっき すぇくちぇ う ぉっいせこさっつ-
くにき ゃけこかけとっくうっき うょっう すぇかぇくすかうゃけゅけ たけ-
さっけゅさぇそぇ. 

｠┒┎┒ ┏┐─┇┄┍┈┊ ┟│┋┟┅┒┑┟ ┎┑┎━┛┌ ┄┋┟ ┊─┆┄┎┃┎ ┗┅┋┎│┅┊─ ┍─┘┅┉ ┑┒┐─┍┛. 
ダ┒┄┅┋├┍┛┅ ┑┋┎│─ ┏┎┗┅┒─ ┈ ┓│─┆┅┍┈┟ ┕┎┗┅┒┑┟ │┛┐─┇┈┒├ │┑┅┌ │┅┒┅┐─┍─┌. ケ 
┍─┘┈ ┄┍┈ │┅┒┅┐─┍┛ ┏┐┅┄┑┒─│┋┟┞┒ ┑┎━┎┉ ┆┈│┓┞ ┑│┟┇├ ┏┎┊┎┋┅┍┈┉. ゲ─ ┈┕ ┏┋┅┗─┌┈ 
┌┍┎┆┅┑┒│┎ ┄┎━┋┅┑┒┍┛┕ ┄┅┋ – ┎┄┍┈┌ ┈┇ ┃┋─│┍┛┕ ┟│┋┟┅┒┑┟ ┏┎━┅┄─ │ ケ┅┋┈┊┎┉ 
ダ┒┅┗┅┑┒│┅┍┍┎┉ │┎┉┍┅. ゴ┌┅┍┍┎ ┝┒┎ ┏┎┊┎┋┅┍┈┅ ┟│┋┟┅┒┑┟ ┕┐─┍┈┒┅┋┅┌ ┌┎┐─┋├┍┛┕ 
┖┅┍┍┎┑┒┅┉, ┒┐─┄┈┖┈┉ ┈ ┎┏┎┐┎┉ ┄┋┟ ━┓┄┓┙┅┃┎ ┏┎┊┎┋┅┍┈┟.

ヂ┓┑┒├ │ ┝┒┎┒ │┅┑┅┍┍┈┉ ┄┅┍├ ┍─┘─ ┑ ケ─┌┈ ━┋─┃┎┄─┐┍┎┑┒├ ┇─ ━┅┑┑┒┐─┘┍┛┅ 
┏┎┄│┈┃┈ ┑┎┃┐┅│─┅┒ ┈┕ ┒┅┏┋┎┌.

バ│─┆─┅┌┛┅ │┅┒┅┐─┍┛, ┏┐┈┌┈┒┅ ┑─┌┛┅ ┒┅┏┋┛┅ ┏┎┇┄┐─│┋┅┍┈┟ 
┈ ┏┎┆┅┋─┍┈┟ ┊┐┅┏┊┎┃┎ ┇┄┎┐┎│├┟, ┄┎┋┃┈┕ ┋┅┒ ┆┈┇┍┈, ━┎┄┐┎┑┒┈ 
┈ ┎┏┒┈┌┈┇┌─! ゾ┈┇┊┈┉ ┏┎┊┋┎┍ ┇─ ケ─┘┅ ┌┓┆┅┑┒│┎, ┒┅┐┏┅┍┈┅ │ 
│┎┅┍┍┛┕ ┈ ┏┎┑┋┅│┎┅┍┍┛┕ ┍┅│┇┃┎┄─┕!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ Äíåì Ïîáåäû!

╃うさっおすけさ ╆ぇこぇょくにた ねかっおすさうつっしおうた しっすっえ
そうかうぇかぇ ¨┿¨ «╋[]╉ 〉さぇかぇ» - «]ゃっさょかけゃねくっさゅけ»  ╊.╇. ┿くすけくけゃ

╆ぇきっしすうすっかぬ ゅっくっさぇかぬくけゅけ ょうさっおすけさぇ
¨┿¨ «╋[]╉ 〉さぇかぇ» -
ょうさっおすけさ そうかうぇかぇ «]ゃっさょかけゃねくっさゅけ»

╂っくっさぇかぬくにえ ょうさっおすけさ
¨┿¨ «╋[]╉ 〉さぇかぇ»

¨.╀. ╋けてうくしおうえ

╁.′. [けょうく

んÑ½óÖóïöëíîó　 ó äëÜâïÜ0£Ö▲ú ¡Ü½óöñö
げんだ «ゐñëñ£Üçï¡óú £íçÜÑ ïöëÜóöñ¿áÖ▲ê ¡ÜÖïöëÜ¡îóú»

äÜ£Ñëíç¿　0ö ÑÜëÜÇóê çñöñëíÖÜç, 
öëÜ¢ñÖó¡Üç ö▲¿í 

ï ïí½▲½ öÜë¢ñïöçñÖÖ▲½ ó äÜôóöíñ½▲½ 
äëí£ÑÖó¡Ü½ -

 がÖ、½ ぢÜßñÑ▲!
ぜ▲ Öó¡ÜÇÑí Öñ £íßÜÑñ½ äÜÑçóÇí Öíüóê ÑñÑÜç ó ÜöîÜç, 

ÜöïöÜ　çüóê Öñ£íçóïó½Üïöá ó îñ¿ÜïöÖÜïöá Öíüñú 
づÜÑóÖ▲, äëíçÜ ¿0Ññú Öí ¢ó£Öá. 

ゑñôÖí　 ï¿íçí çïñ½ äíçüó½ ó ç▲¢óçüó½
ç öÜú ïöëíüÖÜú çÜúÖñ.
ぞó£¡óú äÜ¡¿ÜÖ ゑí½ £í çï、, 
ôöÜ ゑ▲ ïÑñ¿í¿ó Ñ¿　 

づÜïïóó ó Ñ¿　 £íçÜÑí.

ぐñ¿íñ½ £ÑÜëÜçá　, 
ïôíïöá　 ó 

ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　!



┳┲┨┦┬┧┬ ┦┤┯┩┱┶┬┱┤ ┼┤┥┷┴┲┦┤ 
〈ぇすぬはくぇ 【┿╀〉[¨╁┿, ぉうぉかうけすっおぇさぬ ておけかに わ32 ゃ こ. ╋けくっすくけき 

ぅ 』┿]〈¨ ゃしこけきうくぇの ╁ぇかっくすうくぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ. ╋くっ いぇこけきくうかぇしぬ っゅけ ゃけっくくぇは 
ゃにこさぇゃおぇ, けく ゃしっゅょぇ ぉにか こけょすはくせす, せゃっさっく ゃ しっぉっ, くぇしすけはとうえ せさぇかぬしおうえ 

ぉけゅぇすにさぬ-ゃけうく.
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]にく てぇたすひさぇ, し ぉけかぬてけえ しっきぬひえ けぉけしくけ-
ゃぇゃてっゅけしは ゃ こけしひかおっ ╋けくっすくけき, ╁ぇかっくすうく, 
けおけくつうゃ しっきぬ おかぇししけゃ, こけしすせこうか  ゃ ]ゃっさょ-
かけゃしおけっ  こっょぇゅけゅうつっしおけっ せつうかうとっ. ′け すせす 
くぇつぇかぇしぬ ゃけえくぇ, う し すさっすぬっゅけ おせさしぇ のくけ-
てぇ せてひか ょけぉさけゃけかぬちっき くぇ そさけくす. ¨おけく-
つうゃ ゃけっくくけっ こったけすくけっ せつうかうとっ, きかぇょてうえ 
かっえすっくぇくす ╁ぇかっくすうく 【ぇぉせさけゃ こさうくはか おけ-
きぇくょけゃぇくうっ ゃいゃけょけき. ╁ しゃけう ょゃぇょちぇすぬ かっす 
けく しつうすぇかしは ぉにゃぇかにき ぉけえちけき う けこにすくにき 
おけきぇくょうさけき. ╆ぇ  きせあっしすゃけ う けすゃぇゅせ, こさけ-
はゃかっくくにっ ゃ ぉけはた いぇ けしゃけぉけあょっくうっ ‶けかぬ-
てう, きけかけょけえ おけきぇくょうさ ぉにか せょけしすけっく こっさ-
ゃけえ くぇゅさぇょに さけょうくに – けさょっくけき ╉さぇしくけえ 
╆ゃっいょに. 

′ぇ ¨ょっさしおけき こかぇちょぇさ-
きっ くっしおけかぬおけ さぇいゃっょ-
つうおけゃ, ゃけいゅかぇゃかはっきにっ 
【ぇぉせさけゃにき, ゃくっいぇこくけ 
せしかにてぇかう くっきっちおせの 
さっつぬ.

– ′ぇ そさうちっゃ くぇすおくせ-
かうしぬ, – さぇししすさけっくけ こさけ-
てっこすぇか おすけ-すけ.  

– ぁすけ けくう くぇ くぇし くぇす-
おくせかうしぬ, – けすこぇさうさけゃぇか 
おけきぇくょうさ. 

[ぇいゃっょつうおう, しかけゃくけ 
すっくう, こさけぉさぇかうしぬ お ゅかせ-
ぉけおけえ はきっ. ╁くっいぇこくけ ゃに-
しおけつうゃ うい くっひ, しきっかぬつぇおう 
せきせょさうかうしぬ さぇいけさせあうすぬ う 
ゃいはすぬ ゃ こかっく けおけかけ しけすくう 
そぇてうしすけゃ. ¨すゃぇゅぇ う くぇ-
たけょつうゃけしすぬ ╁ぇかっくすうくぇ 
【ぇぉせさけゃぇ ぉにかう けすきっつっ-
くに くけゃけえ くぇゅさぇょけえ – けさ-
ょっくけき ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけ-
えくに こっさゃけえ しすっこっくう.

╁ さぇいゅぇさ ぉけひゃ いぇ ╀っさ-
かうく ゅさせここっ こけょ おけきぇく-
ょけゃぇくうっき かっえすっくぇくすぇ ╁. 
【ぇぉせさけゃぇ  ぉにかけ こけさせつっ-
くけ けゃかぇょっすぬ いぇゃけょしおうき 

ちったけき くぇ ┿かぬす-ぅおけぉしてすさぇししっ, おけすけさにえ 
こさけすうゃくうお こさっゃさぇすうか ゃ きけとくにえ けこけさくにえ 
こせくおす. ¨ぉくぇさせあうゃ, つすけ さはょけき しけ ゃたけょけき ゃ 
ちった こさけかっゅぇっす おぇくぇゃぇ ょかは けすゃっょっくうは ゃけょに, 
くぇおさにすぇは ょっさっゃはくくにき くぇしすうかけき, ぉけえちに ゃ 
すっつっくうっ くけつう こさけさにかう こさけたけょ うい しゃけっえ 
すさぇくてっう ゃ ねすけす «こさけすけお». 〉すさけき  てすせさ-
きけゃぇは  ゅさせここぇ こさけてかぇ くっいぇきっつっくくけえ お 
しぇきけきせ ゃたけょせ ゃ ちった. ‶けおぇ しけかょぇすに しすけはかう 
ゃ ゃけょっ, ゅうすかっさけゃちに こさけぉっゅぇかう くぇょ くうきう, 
くっ いぇきっつぇは けこぇしくけしすう. ╀けっち ╉ぇてせすうく ‶.╇. 
こっさゃにき ゃけさゃぇかしは ゃ ちった. ╁くっいぇこくにえ ゃいさにゃ 
っゅけ ゅさぇくぇすに う けゅけくぬ うい ぇゃすけきぇすぇ こけしっはかう 
こぇくうおせ – つぇしすぬ そぇてうしすけゃ ぉにかぇ せくうつすけあっ-
くぇ ゃ こっさゃにっ あっ きゅくけゃっくうは しさぇあっくうは. ′け 

こさけょゃうくせすぬしは ょぇかぬてっ くぇ-
てっえ ゅさせここっ くっ こけいゃけかうか 
けゅけくぬ こせかっきひすつうおぇ. 〈けゅ-
ょぇ ╁ぇかっくすうく ╇ゃぇくけゃうつ,  お 
すけきせ ゃさっきっくう せあっ さぇくっ-
くにえ, ぉさけしうかしは ゃこっさひょ う 
せくうつすけあうか こさけすうゃくうおぇ. 
╁しおけさっ くぇてぇ ゅさせここぇ けゃ-
かぇょっかぇ う ゃすけさにき ねすぇあけき 
いょぇくうは. ╆ぇ かうつくにえ ゅっさけ-
ういき う せきっかけっ させおけゃけょ-
しすゃけ ゃいゃけょけき かっえすっくぇくす 
【ぇぉせさけゃ う おさぇしくけぇさきっっち 
╉ぇてせすうく ぉにかう せょけしすけっくに 
いゃぇくうは ╂っさけは ]けゃっすしおけゅけ 
]けのいぇ.

‶けしかっ ゃけえくに ╁ぇかっく-
すうく ╇ゃぇくけゃうつ ゃっさくせかしは 
ゃ ╋けくっすくにえ. ╆ょっしぬ ゃ こけ-
しひかおっ くぇ すぇくちぇた けく ゃしすさっ-
すうか しゃけの ぉせょせとせの あっくせ, 
しすせょっくすおせ こっょうくしすうすせすぇ, 
┿くの 【ぇさけくけゃせ. ‶さけてかけ 
きくけゅけ かっす, せ くうた ゃにさけしかう 
たけさけてうっ ょっすう う ゃくせおう, 
こけょさぇしすぇのす こさぇゃくせおう – 
くぇしかっょうっ, けしすぇゃかっくくけっ 
くぇ ぉっさひいけゃしおけえ いっきかっ ╂っ-
さけっき [けししうう.

┳┲┨ ┯┩┨┩┱╃┽┬┭ ┦┲┭… ┥┲┻┩┮
╇╁┿′ ╁ぇしうかぬっゃうつ ╋ぇおしうきけゃ, ゅけさくはお させょくうおぇ 

うきっくう ╉うさけゃぇ, こさけてひか つっさっい ぇょ ゃけえくに し こっさ-
ゃにた ょくっえ, ぇ ゃっさくせゃてうしぬ, せてひか うい あういくう せあっ ゃ けおすは-
ぉさっ 1947-ゅけ. ╄ゅけ しにくせ, ╁うおすけさせ ╋ぇおしうきけゃせ, – くにくっ 
ゃっすっさぇくせ すにかぇ, ‶けつひすくけきせ ゅさぇあょぇくうくせ ゅけさけょぇ ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ こさうてかけしぬ せつうすぬしは う さぇぉけすぇすぬ, さぇいゅさせ-
あぇすぬ ゃぇゅけくに, こけきけゅぇすぬ きかぇょてうき ぉさぇすうておぇき う しっ-
しすさひくおぇき. 〈ぇお こさうたけょうかけしぬ ゃにあうゃぇすぬ ゃしっき しっきぬはき 
ゃ ╁っかうおせの ¨すっつっしすゃっくくせの ゃけえくせ う きくけゅうっ こけしかっょせ-
のとうっ ゅけょに.  ╃かは おぇあょけゅけ うい ゃっすっさぇくけゃ こけょっかうすぬ-
しは ゃけしこけきうくぇくうはきう け すはあっかっえてうた ゃけっくくにた ゅけょぇた 
– しゃはすぇは けぉはいぇくくけしすぬ. 〈ぇお あっ おぇお う くぇて ょけかゅ – うた 
ゃくうきぇすっかぬくけ ゃにしかせてぇすぬ.

– ╋けえ けすっち, ╇ゃぇく ╁ぇしう-
かぬっゃうつ ╋ぇおしうきけゃ, ゃっさくせかしは 
ょけきけえ おけくすせあっくくにえ すけかぬおけ 
けしっくぬの 1945-ゅけ ゅけょぇ, すぇお 
おぇお っゅけ つぇしすう ゃ ╉ひくうゅしぉっさゅっ 
う こけしかっ こけぉっょに こさうてかけしぬ 
いぇくうきぇすぬしは かうおゃうょぇちうっえ 
くっょけぉうすにた そぇてうしすけゃ. 

¨すっち さぇししおぇいぇか しにくせ けぉ 
けょくけき うい ねこういけょけゃ ゃけえくに, 
け いくぇきっくうすけき う しすさぇてくけき 
しすぇかうくゅさぇょしおけき こさけすうゃけ-
しすけはくうう. ′っ ぉにかけ ぉけっこさう-
こぇしけゃ う こさけょけゃけかぬしすゃうは. 
╁きっしすけ ゃけょに しけかょぇすに こうかう 
ょけあょっゃせの ゃけょせ うい かせあ, しきっ-
てぇくくせの し おさけゃぬの せぉうすにた う 

さぇくっくにた ぉけえちけゃ, – ちっょうかう 
っひ つっさっい すさはこけつおせ うかう ゃ 
こけょけか ゅうきくぇしすひさおう, けおけこぇゃ-
てうしぬ ゃ けおけこぇた, おぇお おさけすに. 

] ゃけいょせたぇ そぇてうしすに しぉさぇ-
しにゃぇかう ぉけつおう し けすゃっさしすうは-
きう. ¨くう, こぇょぇは, こさう こけこぇ-
ょぇくうう ゃけいょせたぇ ゃ ょにさけつおう 
ういょぇゃぇかう せあぇしくにえ ゃけえ, 
おけすけさにえ せゅくっすぇのとっ ょっえ-
しすゃけゃぇか くぇ こしうたうおせ ぉけえ-
ちけゃ. ╁ すぇおうっ きうくせすに かのょう 
せすさぇつうゃぇかう おけくすさけかぬ くぇょ 
しけぉけえ. 》けすっかけしぬ いぇさにすぬしは ゃ 
けおけこっ おぇお きけあくけ ゅかせぉあっ, う 
しけかょぇすに ゅけすけゃに ぉにかう さぇょう 
ねすけゅけ しおさっしすう いっきかの くけゅすは-

きう, ゅさにいすぬ いせぉぇきう… 
〉あぇし こさけたけょうか, しぇきけかひ-

すに せょぇかはかうしぬ. ′ぇしすせこぇかぇ 
しきっさすくぇは すうてうくぇ. ╁にかっいぇ-
かう うい «くけさ» しけかょぇすに. ╁け-
おさせゅ – おさけきってくにえ ぇょ. 

– 〉たけょは くぇ そさけくす ゃ くぇ-
つぇかっ ゃけえくに, – ゃしこけきうくぇっす 
╁うおすけさ ╇ゃぇくけゃうつ, – けすっち 
ょぇか きくっ おさぇすおうえ, くけ はしくにえ 
くぇおぇい おぇお しすぇさてっきせ ゃ しっ-
きぬっ: «‶けきけゅぇえ きぇすっさう, くっ 
いぇぉにゃぇえ しこけさす, ゃ しゃけぉけょくけっ 
ゃさっきは すさっくうさせえ すっかけ, くっ 
ょけこせしおぇえ, つすけぉに ょさせゅうっ くぇ-
しすせこぇかう すっぉっ くぇ くけゅう!» «┿ 
は ぉせょせ しかせあうすぬ ¨すっつっしすゃせ, 
– こさけょけかあうか けく. – ╇かう 
ゅさせょぬ ゃ おさっしすぇた, うかう ゅけかけゃぇ 
ゃ おせしすぇた». ╇ しぇき けく こけしすせ-
こぇか すぇお, おぇお しおぇいぇか. ╉けゅょぇ 
ゃっさくせかしは し そさけくすぇ, っゅけ 
ゅさせょぬ ぉにかぇ ゃ «おさっしすぇた»: 
ょゃぇ けさょっくぇ – ╀けっゃけゅけ ╉さぇし-
くけゅけ ╆くぇきっくう う ]かぇゃに III 
しすっこっくう, くっしおけかぬおけ きっょぇ-
かっえ, ゃ すけき つうしかっ いぇ ぉけう ゃ 
]すぇかうくゅさぇょっ.

‶けょゅけすけゃうかぇ 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

〆☆○↑△☆ ％ ●＄○￥＄△§☆ ★☆£￥○°″＊↑＄＠ ◇△°●◎§％＆☆″ 
々‥々┸ ◎○◇¢＄§％＆☆″ ◎※＊°┸ ″＄◎＄○°§☆″ ％ ″＄●〒 
＊％△§※＃ ●☆●◎°″ ＠％＊％■％％ ● ′☆＊〒▲％＠ ％ ●″＄◎＊※＠ 
★○°£￥§％＆☆＠ ぶ ＠°↑ ‒ 〇§⊂＠ 々＄＊％＆☆＃ ‘☆′＄￥※┿
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°＆◎％″§☆℃☆ ￥☆＊℃☆＊＄◎％↑┸ ◇￥°△％ ％ 

◇●★＄□☆″ ″ ★○°＆◎％△＄●＆％□ ￥＄＊°□ ％ 
☆′▽＄●◎″＄§§☆＃ ○°′☆◎＄┿

‖←′″％ ％ ′＊°℃☆★☆＊◇△％↑ ″ ●＄＠〒↑□┻ 

｜％○§☆℃☆ ″°＠ §＄′°┿

╇.け. くぇつぇかぬくうおぇ ¨╁╃ 
こけ ╀っさっいけゃしおけきせ ╂¨ 
こけょこけかおけゃくうお きうかうちうう

╃にかのお ╁.╊.

‶さっょしっょぇすっかぬ ]╁ 
ぅさけてっゃうつ ╊.╋.

Óâàæàåìûå çîëîòî?îáûòAèêè, 
âåòåðàíû ðó?íèêà, 

çåìëÿêè!
“＄℃☆￥§↑ ％ ℃☆￥° ◇¢＄ ●＄￥※
“ ◎＄□ ★☆○┸ ＆°＆ ＠％§◇＊° ″☆＃§°┸
…☆ ★☆£￥○°″＊↑＄◎ ● 〇§＄＠ ‘☆′＄￥※
〇＄￥☆″ ％ ★○°￥＄￥☆″ ●◎○°§°┻
“★°●％′☆┸ ＠％＊※＄┸ ○☆￥§※＄┸
…°● £°▽％▽°″▲％＄ ◎☆℃￥°
／ ☆◎●◎☆↑″▲％＄ ’☆●●％←
〕＄§☆← ○°◎§☆℃☆ ◎○◇￥°┻
｜※ ★☆£￥○°″＊↑＄＠ ″°● ● ＊←′☆″〒←┸
／ ★○°″§◇＆％ £°★☆＠§↑◎ ￥＄§〒┸
‥＠※◎※＃ ″°▲＄＃ △％●◎☆＃ ＆○☆″〒←┸
～☆℃￥° ″☆″●← ■″＄＊° ●％○＄§〒┻

] せゃぇあっくうっき,
ゅ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"

《.╋. ′ぇぉうせかかうく
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

【╄]〈を かっす くぇいぇょ, ゃ ゅけょ 
60-かっすうは ‶けぉっょに, くぇ-

ゅさぇょぇ くぇてかぇ ゅっさけは: こさうったぇゃ-
てうえ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅ こけしけか 
《さぇくちうう ゃさせつうか ぉっさっいけゃ-
つぇくうくせ  ′. ╁ぇしっくうくせ けさょっく 
‶けつひすくけゅけ かっゅうけくぇ. ╁しっ ねすう 
ゅけょに さっしこせぉかうおぇ くっ いぇぉにゃぇかぇ 
せつぇしすくうおぇ ぇくすうそぇてうしすしおけゅけ 
しけこさけすうゃかっくうは. ╁けす う くにくつっ, 
くぇおぇくせくっ ╃くは いぇとうすくうおぇ ¨すっ-
つっしすゃぇ, ゃ ぉけかぬくうちせ お ′うおけかぇの 
╋ぇおしうきけゃうつせ こさうったぇか しけすさせょ-
くうお ゅっくっさぇかぬくけゅけ おけくしせかぬしすゃぇ 
《さぇくちうう ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ し 
こけょぇさおけき. ]すぇさにえ しけかょぇす ぉにか 
さぇょ ゃくうきぇくうの う けょくけゃさっきっく-
くけ けゅけさつひく すっき, つすけ さけょくけえ 
ゅけさけょ いぇぉにか け くひき, ‶けつひすくけき 
ゅさぇあょぇくうくっ ╀っさひいけゃしおけゅけ. 

╁ こけしかっょくうた つうしかぇた ぇこさっかは ╁ぇ-
かっさうえ う ╄ゃゅっくうえ ╊けぉぇくけゃに, させおけ-
ゃけょうすっかう そうさきに «┿urum», しきけゅかう 
こけこぇしすぬ くぇ こさうひき ゃ おけくしせかぬしすゃけ, 
うき けつっくぬ たけすっかけしぬ こけぉかぇゅけょぇさうすぬ 
っゅけ こさっょしすぇゃうすっかっえ いぇ ょけぉさけっ けす-
くけてっくうっ お くぇてっきせ いっきかはおせ, おけすけ-
さけゅけ けくう すけあっ けこっおぇのす. ╂っくおけくしせか 
‶ぬっさ 《うかぇすけそそ あうゃけ うくすっさっしけ-
ゃぇかしは ぉうけゅさぇそうっえ さにちぇさは けさょっくぇ 
‶けつひすくけゅけ かっゅうけくぇ う ゃにさぇいうか ゅけ-
すけゃくけしすぬ こけぉにゃぇすぬ せ くっゅけ ゃ ゅけしこう-
すぇかっ うかう ょけきぇ, つすけぉに こけいょさぇゃうすぬ 
し 9 きぇは. ╃ぇ, ‶けぉっょぇ ゃ 1945-き ぉにかぇ 
けょくぇ くぇ ゃしった. 

– ╂けしこけょうく 《うかぇすけそそ ぉっいせおけさうい-
くっくくけ ゅけゃけさうす こけ-させししおう, けく うしおさっく-
くっ しこさぇてうゃぇか, つすけ くせあくけ ′うおけかぇの 
╋ぇおしうきけゃうつせ, ゃ つひき すけす くせあょぇっすしは, 
おぇお あうゃひす-こけあうゃぇっす, – さぇししおぇいにゃぇ-
っす ╁ぇかっさうえ ╊けぉぇくけゃ. – 』せゃしすゃけゃぇ-
かぇしぬ っゅけ ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ つっかけゃっおせ, 
おけすけさにえ しけょっえしすゃけゃぇか けしゃけぉけあょっ-
くうの っゅけ しすさぇくに ゃけ ╁すけさけえ きうさけゃけえ 
ゃけえくっ. ╋に ゅけゃけさうかう くっ すけかぬおけ け 
こさけてかけき う くぇしすけはとっき, くけ う ぉせょせ-

とっき: ╁ぇしっくうく, くっしきけすさは くぇ しゃけう 92 
ゅけょぇ, たけすっか ぉに こけったぇすぬ ゃけ 《さぇくちうの 
う ゃしすさっすうすぬしは し けょくけこけかつぇくぇきう. 
╉さけきっ すけゅけ, くぇき くぇょけ くぇえすう くぇゅさぇ-
ょに, おけすけさにきう ゅっさけえ くぇゅさぇあょひく, くけ 
くっ こけかせつうか ょけ しうた こけさ. ┿ っとひ ′うおけ-
かぇの ╋ぇおしうきけゃうつせ たけすっかけしぬ ぉに せゃう-
ょっすぬ しゃけの かのぉけゃぬ – すひきくけゃけかけしせの 
おさぇしぇゃうちせ ╅ぇくくせ ╋ぇくっ, ょけつぬ そさぇく-
ちせいしおけゅけ おぇこうすぇくぇ, おけすけさぇは ゃにたけょう-
かぇ すはあっかけさぇくっくけゅけ させししおけゅけ こぇさくは, 
ぉっあぇゃてっゅけ うい くっきっちおけゅけ こかっくぇ. ╋け-
かけょにっ こけかのぉうかう ょさせゅ ょさせゅぇ.

╁ けすさはょ しけこさけすうゃかっくうは ╁ぇしっくうく 
ぉにか いぇつうしかっく ゃ けおすはぉさっ 1943 ゅけょぇ, 
こぇさすういぇくに いゃぇかう っゅけ きっしぬっ ′う-
おけかぬ, ぇ ゃ こぇしこけさすっ いくぇつうかけしぬ «′う-
おけかぬ ╁せすぬっ», すけ っしすぬ ゅかせたけくっきけえ: 
こけ-そさぇくちせいしおう けく すけゅょぇ しけゃしっき くっ 
ゅけゃけさうか. ╁しおけさっ ゃけいゅかぇゃうか ぉけっゃせの 
ゅさせここせ, ゃ おけすけさけえ ゃけっゃぇかけ けおけかけ 
こけかせしけすくう つっかけゃっお, ゃ けしくけゃくけき 
しけゃっすしおうっ しけかょぇすに う けそうちっさに, 
ゃにさゃぇゃてうっしは, おぇお う ′うおけかぇえ ╋ぇお-
しうきけゃうつ, うい こっさっしにかぬくにた う おけく-
ちっくすさぇちうけくくにた かぇゅっさっえ. ̈ くう ぉうかう 
そぇてうしすけゃ こさう ╊うかかっ, ╁っさょっくっ, 
╊うけくっ, ╋ぇさしっかっ, ╂さっくけぉかっ. 

] こさうたけょけき ぇくゅかけ-ぇきっさうおぇくしおうた 
ゃけえしお けすさはょ さぇしそけさきうさけゃぇかう. ╁ぇ-
しっくうく しすぇか おけきっくょぇくすけき ゅけさけょぇ 
]ぇく-[けきぉっさゅ. ╁ 1945-き くぇょけ ぉにかけ 
さってぇすぬ: けしすぇゃぇすぬしは くぇ つせあぉうくっ 
うかう ゃけいゃさぇとぇすぬしは ょけきけえ. ′うおけ-
かぇえ こけいゃぇか かのぉうきせの し しけぉけえ, くけ 
っひ けすっち ぉにか おぇすっゅけさうつっしおう こさけすうゃ 
う くっ ぉかぇゅけしかけゃうか きけかけょにた. ╅うゃぇ 
かう しっえつぇし おぇこうすぇくしおぇは ょけつおぇ? ┿, 
きけあっす, こさぇゃ ぉにか ╅けさあ ╋ぇくっ, つすけ 
くっ けすこせしすうか ╅ぇくくせ ゃ ]]][? ╇い 
╋ぇさしっかは しけかょぇす ょけぉうさぇかしは しせたけ-
ゅさせいけき, ぇ ゃ ╋けしおゃっ っゅけ あょぇかう… しけ-
すさせょくうおう ′╉╁╃ う 15 かっす かぇゅっさっえ.

[っぇぉうかうすうさけゃぇかう ゃっすっさぇくぇ 
すけかぬおけ ゃ しっさっょうくっ ゃけしぬきうょっしは-
すにた. ′. ╁ぇしっくうくせ ょけゃっかけしぬ こけぉに-
ゃぇすぬ ゃけ 《さぇくちうう っとひ さぇい  こけしかっ 
ゃけえくに. ‶さうつひき, すけゅょぇ っきせ こけ-
しつぇしすかうゃうかけしぬ ゃしすさっすうすぬしは し こさっ-
いうょっくすけき さっしこせぉかうおう ╃っ ╂けかかっき! 

′ぇこけきうくぇくうっき け ぉけっゃけえ のくけ-
しすう けしすぇひすしは けさょっく ‶けつひすくけゅけ 
かっゅうけくぇ, せおさぇてっくくにえ ゃっくおけき うい 
こけおさにすにた いっかひくけえ ねきぇかぬの ょせぉけ-
ゃにた う かぇゃさけゃにた かうしすぬっゃ. ╁しっゅけ ゃ 
[けししうう すぇおけえ くぇゅさぇょに せょけしすけっくに 
かうてぬ くっしおけかぬおけ つっかけゃっお. ╅ぇくくぇ 
╋ぇくっ ぉにかぇ ぉに ゅけさょぇ いくぇおけきしすゃけき 
し さにちぇさっき.

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ ╅╇〈╄╊╇ ]╁╄[╃╊¨╁]╉¨╈ ¨╀╊┿]〈╇!
╃¨[¨╂╇╄ ╁╄〈╄[┿′｠-《[¨′〈¨╁╇╉╇ 

╇ 〈[〉╅╄′╇╉╇ 〈｠╊┿!
]っさょっつくけ こけいょさぇゃかはの ゃぇし し ╃くひき ‶けぉっょに – しぇきにき ゅかぇゃ-

くにき, しゃはすにき う しゃっすかにき こさぇいょくうおけき, ゃ おけすけさけき くぇゃしっゅょぇ 
しかうかうしぬ ゃっかうつうっ う こっつぇかぬ, さぇすくぇは ょけぉかっしすぬ う すさせょけゃけえ ゅっ-
さけういき, ぉかっしお けさょっくけゃ う ゅけさっつぬ せすさぇす.

╃っくぬ 9 きぇは 1945 ゅけょぇ しすぇか っとひ けょくうき ょくひき くぇてっゅけ さけあ-
ょっくうは: くっ こけ きっすさうおぇき う おぇかっくょぇさはき, ぇ こけ ゃにしてっきせ いぇおけくせ 
うしすけさうう. ╁っょぬ ぉっい ねすけえ ‶けぉっょに くうおぇおうた ょさせゅうた こけぉっょ せ 
くぇてっえ しすさぇくに くっ ぉにかけ ぉに. ‶さけしすけ こけすけきせ, つすけ くっ ぉにかけ ぉに 
う しぇきけえ [けししうう. 

╁っかうおせの ¨すっつっしすゃっくくせの ゃけえくせ ゃにうゅさぇかう くっ すけかぬおけ すぇ-
かぇくすかうゃにっ こけかおけゃけょちに, けすゃぇあくにっ ゃけうくに, おけくしすさせおすけさに 
ゃけっくくけえ すったくうおう, ょうこかけきぇすに う こけかうすうおう. ╁けえくせ ゃにうゅさぇかう 
こさけしすにっ かのょう, きせあっしすゃっくくけ ゃしすぇゃてうっ くぇ いぇとうすせ しゃけっゅけ 
¨すっつっしすゃぇ. ‶けきくは いぇゃっす, ょぇくくにえ っとひ ┿かっおしぇくょさけき ′っ-
ゃしおうき – くっ ゃ しうかっ ╀けゅ, くけ ゃ こさぇゃょっ – けくう しけゃっさてうかう きぇし-
しけゃにえ こけょゃうゅ, さぇゃくけゅけ おけすけさけきせ くっ いくぇっす うしすけさうは.   ′ぇてっ 
ょっかけ ぉにかけ こさぇゃけっ, ぇ こけすけきせ ゃさぇゅ ぉにか さぇいぉうす う こけゃっさあっく. 
╁ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくっ きに こけぉっょうかう こけすけきせ, つすけ 
ょけぉさぇ たけすっかう しうかぬくっっ, つっき くぇてう ゃさぇゅう たけすっかう いかぇ.

╋くけの こさうくはすけ さってっくうっ け すけき, つすけ, くぇつうくぇは し くにくってくっ-
ゅけ ゅけょぇ, おぇあょにえ ╃っくぬ ‶けぉっょに ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう きに 
ぉせょっき けすきっつぇすぬ おぇお しけぉにすうっ のぉうかっえくけゅけ さぇくゅぇ.  

╋に し ゃぇきう くぇ ょけしすけえくけき せさけゃくっ けすきっすうかう 65-かっすうっ ╁っ-
かうおけえ ‶けぉっょに, しせとっしすゃっくくけ こけきけゅかう くぇてうき ゃっすっさぇくぇき, 
こさうょぇかう ねすけきせ こさぇいょくうおせ ゃにしけおうえ けぉとっしすゃっくくにえ, こぇすさうけ-
すうつっしおうえ しすぇすせし. ′ぇてぇ いぇょぇつぇ – しょっかぇすぬ すぇお, つすけぉに う 66, う 
67, う ゃしっ こけしかっょせのとうっ ゅけょけゃとうくに ╁っかうおけえ ‶けぉっょに ぉにかう 
しすけかぬ あっ くぇしにとっくくにきう, ゃぇあくにきう, いくぇおけゃにきう ょかは くぇてっゅけ 
けぉとっしすゃぇ, ょかは くぇてうた ゃっすっさぇくけゃ, くっしかう すぇおせの あっ ねきけちうけ-
くぇかぬくせの くぇゅさせいおせ う ゃけしこうすぇすっかぬくけっ いくぇつっくうっ ょかは くぇてっえ 
きけかけょひあう.

╇, おけくっつくけ, おぇあょけっ きうくうしすっさしすゃけ, おぇあょけっ ゃっょけきしすゃけ, 
おぇあょけっ こさっょこさうはすうっ う せつさっあょっくうっ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう ょけかあくに  いくぇすぬ  しゃけうた ゃっすっさぇくけゃ. ╆くぇすぬ, ちっくうすぬ, 
こけょょっさあうゃぇすぬ う しょっかぇすぬ ゃしひ くっけぉたけょうきけっ ょかは すけゅけ, つすけ-
ぉに ょっくぬ 9 きぇは 2011 ゅけょぇ しすぇか ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう くっ 
すけかぬおけ けぉとっけぉかぇしすくにき すけさあっしすゃけき, くけ う ょけぉさにき, すひこかにき, 
こけ-くぇしすけはとっきせ しっきっえくにき こさぇいょくうおけき, うしこけかくっくくにき うし-
おさっくくっゅけ せゃぇあっくうは お いぇとうすくうおぇき ¨すっつっしすゃぇ.

¨す ゃしっえ ょせてう あっかぇの ゃぇき おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは, しつぇしすぬは, 
ぉかぇゅけこけかせつうは, きうさくけゅけ くっぉぇ, ょけかゅうた かっす あういくう う ゃしっゅけ しぇ-
きけゅけ ょけぉさけゅけ.

 ╂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 ┿.]. ╋うてぇさうく

╅っかぇの ゃぇき はしくけゅけ, きうさくけゅけ 
くっぉぇ くぇょ ゅけかけゃけえ, ょけしすけえくけえ 
あういくう, しっきっえくけゅけ ぉかぇゅけこけかせつうは う 
おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは!

で Üçí¢ñÖóñ½, äëñÑïñÑíöñ¿á
"ゐñëñ£Üçï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ ïÜ0£í çñöñëíÖÜç 

んâÇíÖóïöíÖí ó ぶñôÖó"

] きけきっくすぇ けおけくつぇくうは ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに 
こさけてかけ せあっ 66 かっす.
╋ぇかけ けしすぇかけしぬ ゃっすっさぇくけゃ ゃけえくに う すにかぇ, おけすけさにっ 

いぇとうすうかう くぇてせ [けょうくせ, ゃけししすぇくけゃうかう さぇいさせてっくくせの 
しすさぇくせ うい させうく, こけょぇさうかう くぇき ぉせょせとっっ う しぇきせ あういくぬ. 
╋に − くにくってくっっ こけおけかっくうっ − ょけかあくに し つっしすぬの う 

ょけしすけうくしすゃけき くっしすう いくぇきは ‶けぉっょに, ちっくうすぬ すけ, つすけ くぇき 
ょけしすぇかけしぬ けす ょっょけゃ う ぉにすぬ ょけしすけえくにきう くぇしかっょくうおぇきう.

╅さいかちそう ¨.‒. 

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû è òûëà!

Äîðîãèå áåðåçîâ÷àíå!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Âåëèêèì ïðàçäíèêîì - 

Äíåì Ïîáåäû!
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОБЕДЫ 
╀けさうし ‶┿╁╊╇′¨╁, ゃっすっさぇく しこけさすぇ
╇しすけさうつっしおぇは ねしすぇそっ-

すぇ しすぇさすけゃぇかぇ ゃ 1952 ゅけょせ. 
╁しこけきくうすぬ っひ くっこさけしすけ, すけかぬ-
おけ ゃっすっさぇくに しこけさすぇ きけゅせす さぇし-
しおぇいぇすぬ け しけさっゃくけゃぇくうう, くけ う 
うた しすぇくけゃうすしは ゃしひ きっくぬてっ. 

〉てひか うい あういくう ゃっすっさぇく 
しこけさすぇ ╁かぇょうきうさ ╉うしっかぬくう-
おけゃ, ぉっししきっくくにえ ゃさぇすぇさぬ おけ-
きぇくょに «╂けさくはお», しせょぬは さっ-
しこせぉかうおぇくしおけえ おぇすっゅけさうう こけ 
そせすぉけかせ, くぇしすぇゃくうお きくけゅうた 
ぇさぉうすさけゃ  くぇてっゅけ ゅけさけょぇ. 

╁かぇょうきうさ こさっこけょぇゃぇか 
そういおせかぬすせさせ ゃ ておけかっ わ1. 

‶けしかっ ゃけしぬきう かっす しかせあぉに 
こけゅさぇくうつくうおけき ゃ ゅけさぇた ‶ぇ-
きうさぇ しこけさすうゃくにっ くぇゃにおう 
こけきけゅかう きけかけょけきせ こっょぇ-
ゅけゅせ しけいょぇすぬ すゃけさつっしおせの 
ぇすきけしそっさせ くぇ しこけさすうゃくにた 
いぇくはすうはた けしけぉっくくけ ゃ しすぇさ-
てうた おかぇししぇた. ┿ こけすけき ぉにかぇ 
ゃけえくぇ... 

〈させょくにっ こけしかっゃけっくくにっ 
ゅけょに いぇおぇかうかう さっぉはす. 〉つっ-
くうおう こけゃいさけしかっかう, ゃけいきせあぇ-
かう, ういきっくうかけしぬ けすくけてっくうっ お 
あういくう: きけかけょひあぬ すはくせかぇしぬ 
お いくぇくうはき, おせかぬすせさっ, しこけさすせ.  

‶けねすけきせ おぇくょうょぇすに けす ておけ-
かに わ1 くぇ せつぇしすうっ ゃ かっゅおけぇす-
かっすうつっしおけえ ねしすぇそっすっ くぇ こさうい 
«╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ» 
ぉにかう けこさっょっかっくに こけ さっいせかぬ-
すぇすぇき せこけさくにた すさっくうさけゃけお う 
すせさくうさけゃ. 

╁かぇょうきうさ ╉うしっかぬくうおけゃ 
けしすぇゃうか くぇき, おぇお いぇゃっとぇくうっ, 
かっゅっくょぇさくにえ ぇかぬぉけき し そけすけ-
ゅさぇそうはきう, くぇ おけすけさにた いぇ-
こっつぇすかひく たけょ ゅかぇゃくけゅけ しこけさ-
すうゃくけゅけ こさぇいょくうおぇ ゅけさけょぇ 
╀っさひいけゃしおけゅけ, しけしすけはゃてっゅけしは 
18 きぇは 1952 ゅけょぇ. 

╃ゃっしすう しこけさすしきっくけゃ ねしすぇそっすに こけしすさけっくに ゃ こさぇいょくうつくけき しすさけの くぇ 
ゅけさけょしおけえ こかけとぇょう ¨おすはぉさぬしおけえ さっゃけかのちうう. 

╆ぇきっつぇすっかぬくにえ かっゅおけぇすかっす ╊. ′ぇ-
せきけゃ, せつっくうお 10 «ぇ» おかぇししぇ, こさうくひし こけ-
ぉっょせ くぇ ねしすぇそっすっ ておけかぬくけえ おけきぇくょっ.

′ぇ こぇさぇょっ しすけうす しせょっえしおぇは ぉさうゅぇょぇ: ╇. ╃さっしゃうく, ╇. ┿くすけくのお, ╁. 
╀せさせくょせおけゃ, ┿. ╉けきぇさけゃ, ╇. ]せくょせおけゃ, ┿. ╉けさけかひゃ, ╆. ╉うしっかぬくうおけゃぇ.

╁. ╆ぇたゃぇすおうく けすかうつくけ こさけぉっあぇか しゃけの ょうしすぇくちうの, ゃくっしは いくぇつう-
きにえ ゃおかぇょ ゃ こけぉっょせ おけきぇくょに. 

╉けきぇくょぇ こけょ くけきっさけき けょうく − こさけてかけゅけょくうっ こけぉっょうすっかう ╃]¨ «╂けさ-
くはお» おけきぉうくぇすぇ «╀っさひいけゃしおいけかけすけ»: ╂. ╆にさはくけゃ, ぃ. ╉けさおけょうくけゃ, ╁. ╅け-
かけぉけゃ, ╁. ╀せはゃにた, ╆. ╂せてっゃぇ, ╄. ]きけかうく, ╂. ‶てっくくうおけゃ, ┿. ‶けこけゃぇ. 

‶けょ くけきっさけき ょゃぇ ゃ ねしすぇそっすっ ぉっゅせす しこけさすしきっくに ておけかに わ1: ╁. ‶って-
おけゃぇ, ╁. ┿くそうしけゃ, ╆. ╁けかおけゃぇ, ╁. ╆ぇたゃぇすおうく, 《. ]っさおうくぇ, ╄. 〉しけかぬちっゃ, ╆. 
╅っきぇおうくぇ, ╊. ′ぇせきけゃ. 

[せおけゃけょうすっかう ゅけさけょぇ こけいょさぇゃうかう ゃしった しこけさすしきっくけゃ し こさぇいょくうつくけえ 
ねしすぇそっすけえ う こけあっかぇかう おけきぇくょぇき せしこったけゃ. ╆ぇすっき ょせたけゃけえ けさおっしすさ しこけさ-
すうゃくにき きぇさてっき こさけゃけょうか おけきぇくょに くぇ ねすぇこくにっ しすぇさすに. 

]こけさすうゃくぇは ぉけさぬぉぇ くぇ ゃしった ねすぇこぇた ねしすぇそっすに ぉにかぇ せこけさくぇは. ‶っさっ-
きっくくにっ せしこったう ぉっゅせくけゃ しけいょぇゃぇかう ゃけかくせのとせの うくすさうゅせ. ′ぇ こけしかっょくっき 
ねすぇこっ いぇきっつぇすっかぬくにえ しこけさすしきっく ておけかに わ1 ╊. ′ぇせきけゃ さっいおけ ゃにたけょうす 
ゃこっさひょ う そうくうてうさせっす こっさゃにき こけょ ゃけしすけさあっくくにっ おさうおう ぉけかっかぬとうおけゃ, ぇ 
ゃ けしけぉっくくけしすう ておけかぬくうおけゃ. ‶けぉっょぇ おけきぇくょに わ1 – はさおぇは, せぉっょうすっかぬくぇは! 
╉けきぇくょぇ «╂けさくはお» いぇくはかぇ ゃすけさけっ きっしすけ.

]きけすさうすっ, おぇおうっ けくう しつぇしすかうゃにっ う さぇょけしすくにっ! ぁすけ うた こけぉっょぇ! 
╉けきぇくょっ ゃさせつうかう おせぉおう ゅけさおけきぇ おけきしけきけかぇ う おけきうすっすぇ そういおせかぬすせさに.  

〉ゃっさっく, つすけ きくけゅうっ せいくぇのす くぇ ねすうた そけすけゅさぇそうはた 58-かっすくっえ ょぇゃくけしすう 
しゃけうた いくぇおけきにた, ぉぇぉせてっお, ょっょせてっお, けすちけゃ う きぇすっさっえ う ゃしこけきくはす ねしすぇ-
そっすせ, くぇ おけすけさけえ ゃしすさっすうかうしぬ しこけさすしきっくに ゅけさけょぇ. 

ヂ┎┇┄┐─│┋┟┅┌ ┑ ┏┐─┇┄┍┈┊┎┌ ヂ┎━┅┄┛ 
┓┗─┑┒┍┈┊┎│, │┅┒┅┐─┍┎│ ケダケ 

┈ ┆┈┒┅┋┅┉ ┃┎┐┎┄─!
ジ┐┅┏┊┎┃┎ │┑┅┌ ┇┄┎┐┎│├┟, 

┑┗─┑┒├┟ ┈ ┌┈┐┍┎┃┎ ┍┅━─ ┍─┄ ┃┎┋┎│┎┉!┑┗─┑┒├┟ ┈ ┌┈┐┍┎┃┎ ┍┅━─ ┍─┄ ┃┎┋┎│┎┉!

ヴ┅┍┅┐─┋├┍┛┉ ┄┈┐┅┊┒┎┐ ゲヮダ "バゲヂデ"
デ┎┋┎┃┓━┎│ ケ.ケ.

ヂ┐┅┄┑┅┄─┒┅┋├ ┏┐┎└┊┎┌─
ギ┃┎┐┎│─ ゾ.ヮ.

╆┿╉〉]¨』′┿ぅ «РУССКИЕ БЛИНЫ»

поздравляет всех участников
Великой Отечественной войны

ñ ïðàçäíèêîì Ïîáåäû!
9 きぇは こさうゅかぇてぇっき ゃしった せつぇしすくうおけゃ ╁¨╁

お くぇき ゃ ゅけしすう 
くぇ すさぇょうちうけくくけっ ぉっしこかぇすくけっ

せゅけとっくうっ ゃ つっしすぬ ╃くは ‶けぉっょに.
┿ょきうくうしすさぇちうは いぇおせしけつくけえ

«[せししおうっ ぉかうくに»

‶さっょしっょぇすっかぬ ╂¨ こさけそしけのいぇ 
いょさぇゃけけたさぇくっくうは           ╊ぇさうくぇ 〈.╉.
‶さっょしっょぇすっかぬ ╂¨ こさけそしけのいぇ 
いょさぇゃけけたさぇくっくうは           ╊ぇさうくぇ 〈.╉.╊ぇさうくぇ 〈.╉.

〈けちせそえそ せかいあ, くおそちそうへみ, つねあつてへみ 
うあす け うあのけす いしけくさけす け ちそおせふす!
〈ふ うつかえおあ いとおかす たそすせけてへ け てかに, 
さそえそ ときか せかて つ せあすけ.

〇☆○☆℃％＄ §°▲％ ″＄◎＄○°§※┿
‘☆£￥○°″＊↑＄＠ ″°● ● 〇§＄＠ ‘☆′＄￥※┿

がÜëÜÇóñ 
çñöñëíÖ▲ ó 

öëÜ¢ñÖó¡ó ö▲¿í! 
ぜ▲ ß¿íÇÜÑíëó½ £í çíü 
ßñïï½ñëöÖ▲ú äÜÑçóÇ, £í 

çñ¿ó¡Ü0 ぢÜßñÑÜ! ぞó£¡óú 
çí½ äÜ¡¿ÜÖ £í ½óëÖÜñ ÖñßÜ 

ÖíÑ ÇÜ¿ÜçÜú, £í öÜ, ôöÜ 
îñÖÜú ÖñçñëÜ　öÖ▲ê Üïó¿óú 
ç▲ ï½ÜÇ¿ó ç▲ïöÜ　öá ç öÜú 
ïöëíüÖÜú çÜúÖñ ó çÜ£ëÜ-
Ñóöá ó£ëíÖñÖÖÜ0 ïöëíÖÜ! 

だö çïñú ÑÜüó 
¢ñ¿íñ½ çïñ½ 

£ÑÜëÜçá　 ó 
ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　, 
½óëí ó ÑÜßëí. 

ゐÜÑáöñ ïôíïö¿óç▲!
づñÑí¡îó　 Çí£ñö▲ 

«ゐñëñ£Üçï¡óú 
ëíßÜôóú»



9ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ ÁÐ 7 ìàÿ
2011 ãîäà

ÀÍÊÉÇ
╃きうすさうえ"╉[╇〉【¨╁

‶さけょけかあっくうっ0"′ぇつぇかけ"ゃ"わ346"けす"4:"けおすはぉさは"4232"ゅけょぇ′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ. ‶さけょけかあっくうっ ゃ わ126-127, 129, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 1, 3, 4, 10, 13, 16, 18, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 46-47, 48.

‶けかせつぇしけゃぇは こってぇは こさけゅせかおぇ しかっゅおぇ さぇい-
ゃっはかぇ くっゃっしひかにっ きにしかう, くけ さぇょけしすう くっ しきけゅ 
ょけぉぇゃうすぬ ょぇあっ ╃けぉさにえ, すけ う ょっかけ こけさにゃぇゃ-
てうえしは さぇしすっさいぇすぬ かのぉせの こけこぇゃてせのしは っきせ くぇ 
ゅかぇいぇ あうゃくけしすぬ け つっすにさひた くけゅぇた. ╄きせ ぉにかけ 
ぇぉしけかのすくけ ぉっいさぇいかうつくけ, おけておぇ ねすけ うかう しけぉぇ-
つけくおぇ ょさぇくぇは, うかう あっ ょぇあっ すぇおぇは しおけすうくぇ, おぇお 
おぇゃおぇいっち, ゃくっいぇこくけ ゃにぉっあぇゃてうえ くぇ くぇし うい-いぇ 
せゅかぇ ょけきぇ. ╇ おすけ すぇおうた きけくしすさけゃ ぉっい こけゃけょおぇ 
ゃにゅせかうゃぇっす? ぁすけ あっ くぇしすけはとぇは くぇこぇしすぬ ょかは 
くけさきぇかぬくにた しけぉぇお: てっさしすぬ くぇしすけかぬおけ ゅせしすぇは う 
ょかうくくぇは, つすけ くうおぇおけえ ょけぉうお うかう けゃつぇさおぇ っきせ 
ょけ てっう くっ ょけぉっさひすしは, おぇお くっ しすさっきうしぬ. ╆ぇすけ 
ょかは すった あっ こうすぉせかっえ – きうかぇは ょけぉにつぇ: くけあおう 
たさはき-たさはき こっさっおせしうか, う きけあくけ しきっかけ こさぇいょ-
くけゃぇすぬ こけぉっょせ せきぇ くぇょ さぇいせきけき. 

‶けつすう くっ すけさゅせはしぬ, は おせこうか せ ょぇゃってくっゅけ おぇゃ-
おぇいちぇ ぇぉしけかのすくけ くっこさぇおすうつくせの, くけ けすつっゅけ-すけ 
こさうゅかはくせゃてせのしは ぉっあっゃせの ゃっすさけゃおせ, しさぇいせ あっ 
っひ けょっか, しすぇさせの あっ おせさすおせ こけさせつうか くっしすう ╃け-
ぉさけきせ. ╁しひ ぉけかぬてっ う ぉけかぬてっ くっ たけつっすしは し くうき 
さぇししすぇゃぇすぬしは: ゃけく けく おぇお ゅけさょけ くっしひす  こぇおっす 
し おせさすはておけえ う きけしかけき, いぇゃひさくせすにき ゃ ゅぇいっすせ. 
╃ぇあっ くぇ しゃけうた おけくおせさっくすけゃ こけつすう つすけ くけかぬ 
ゃくうきぇくうは: すっこっさぬ ゅかぇゃくけっ ょかは くっゅけ – しけたさぇ-
くうすぬ う けすょぇすぬ ゃしひ たけいはうくせ, くっ ゃさっきは くぇ ゃしはおうた 
すぇき ぉっしすけかけつっえ けすゃかっおぇすぬしは, こせしすぬ こけあうゃせす 
っとひ くっきくけあおけ. ′け ゃけいかっ こけょなっいょぇ きっくは あょぇ-
かけ う ゃけゃしっ くっしせしゃっすくけっ: ╃けぉさにえ くぇこさけつぬ けす-
おぇいぇかしは ゅさにいすぬ おけしすぬ ゃくっ ょけきぇ. ぅ すせす しうあせ, 
おせさの しっぉっ くぇ かぇゃけつおっ, ぇ ねすけす たぇき しすけうす こっさっょ 
きけしかけき う ゃいゅかはょぇ けす きっくは くっ けすさにゃぇっす. ╇, つすけ 
しぇきけっ ゅかぇゃくけっ, ょぇあっ しゃけうき けぉさせぉおけき くっ ゃうかは-
っす, しすけうす う せおけさういくっくくけ しきけすさうす.

– ╃けぉさにえ, すに ぉっいきけいゅかにえ ねゅけうしす, – こけょゃう-
くせか は お くっきせ くけゅけえ おけしすぬ. – ╅さう ょぇゃぇえ, つすけ 
ょぇのす. ╋けあっす, すっぉは う くっ ゃけいぬきひす くうおすけ, つすけ すに 
ゃ こけいせ-すけ ゃしすぇか? ╃ぇ たせあっ きっくは, くぇゃっさくけっ, ゃけ 
ゃしひき ]ゃっさょかけゃしおっ たけいはうくぇ くっ しにしおぇすぬ, つすけ すに 
ゃ きっくは ゃこうかしは, おぇお おかっと? ′っす, は こけくうきぇの, つすけ 
こさうゃにお, くけ ゃっょぬ ねすけ くっ しきっさすっかぬくけ? 』っゅけ すっぉっ 
っとひ くっ こけくはすくけ? 』すけ, せあっ う させししおうえ はいにお いぇ-
ぉにか? ′っ ゃっさの, う くっ きけさゅぇえ あぇかけしすかうゃけ. ′っ 
たけつってぬ おけしすぬ – こさはきけ しっえつぇし っひ くぇ こけきけえおせ 
ゃにおうくせ, う くっ こさけしう こけすけき. 』すけ, ゃにおうょにゃぇの? 
〉ゅけゃぇさうゃぇすぬ すけつくけ くっ しすぇくせ, さってぇえ しぇき.

╋けかつうす, すけかぬおけ せてぇきう ょゃうゅぇっす. ¨く うきう 
つすけ, さぇいゅけゃぇさうゃぇっす? ‶かのくせゃ くぇ こさけちっしし しけ-
ぉかぇいくっくうは こしぇ, いぇぉさけしうか しすぇさせの おせさすけつおせ ょけ-
きけえ, こけしきけすさっかしは くぇ ゃしはおうえ しかせつぇえ ゃ いっさおぇ-
かけ う ゃっさくせかしは ゃけ ょゃけさ. ]すけはす. ╃ゃけっ. ╁っさくっっ, 
っしかう しつうすぇすぬ し ╃けぉさにき, すけ すさけっ: すけす けたさぇくはっす 
おけしすぬ, ぇ くぇ ょけさけゅっ しすけうす, けこってうゃ, こぇさけつおぇ, 
こさうつひき はゃくけ くっ きっしすくぇは. ‶け おさぇえくっえ きっさっ, くっ 
し くぇてっえ さぇぉけつっえ けおさぇうくに. ¨く – すぇおけえ あっ «しけ-
ちうけかけゅ», おぇお ]ぇておぇ, すけかぬおけ かっす くぇ すさうょちぇすぬ 
こけしすぇさてっ, けくぇ – きっかおぇは ぉぇさぇぉせかぬおぇ かっす しけさけ-
おぇ こはすう し かうしぬうき かうつうおけき. ′ぇゃっさくけっ, ねすけ ねすけす 
けつおぇさうお きくっ う いゃけくうか: ゃけく けく おぇお ゃくうきぇすっかぬ-
くけ くぇ こしぇ しきけすさうす. 

– ╃けぉさにえ, しうょっすぬ, – しおけきぇくょけゃぇか は けたさぇく-
くうおせ おけしすう. – ╁に おけ きくっ, せゃぇあぇっきにっ?

– ‶けあぇかせえ, つすけ お ゃぇき, っしかう ゃに – ‶ぇゃっか ╇ゃぇ-
くけゃうつ, – こっさっゃひか きせあつうくぇ ゃいゅかはょ くぇ きっくは. – 
┿ ねすけ つすけ, すけす しぇきにえ ╃けぉさにえ, け おけすけさけき ゃに 
こうしぇかう?

– ╇きっくくけ すぇお, – こけゅかぇょうか は しゃけっゅけ こうすけき-
ちぇ. – ]ぇきにえ ょけぉさにえ うい しけぉぇお, う ょぇあっ しぇきにえ 
つっかけゃっつくにえ つっかけゃっお. [ぇいゃっ くっ こけたけあ?

– ╉ぇお-すけ くっ けつっくぬ, – し こけょけいさっくうっき せしすぇゃう-
かぇしぬ «かうしぬは きけさょぇ» くぇ こしぇ, いぇすっき – くぇ きっくは. 
– ╋くっ おぇあっすしは, つすけ けく けつっくぬ ょぇあっ くっ ょけぉさにえ, 
ぇ おぇお さぇい くぇけぉけさけす. ┿ ゃに, ういゃうくうすっ, こけ こさけ-
そっししうう おすけ ぉせょっすっ?

 – ぅ-すけ? – ゃくけゃぬ こけくっしかけ きっくは. – ╀っいょっかぬ-
くうお. ╃けぉさにえ, ょぇゃぇえ さぇししおぇあっき ねすうき ゅけしこけょぇき, 
おけすけさにっ ょぇあっ くっ こさっょしすぇゃうかうしぬ, うしすけさうの こさけ 
ぉっいょっかぬくうおけゃ. ╇すぇお, しかせてぇえすっ: うゅさぇ っしすぬ すぇ-
おぇは, ゃ ぉっいょっかぬくうおけゃ, う けくぇ くうつせすぬ くっ たせあっ, 
つっき ゃ ょせさぇおぇ. ‶さぇゃうかぇ すぇおうっ: すっ, おすけ こさう ょっかっ, 
けぉはいぇくに かけゃうすぬ ぉっいょっかぬくうおぇ, ぇ おけゅょぇ こけえきぇ-
のす, こさけきにゃぇすぬ っきせ おけしすけつおう. ╋くけゅうっ ぉっいょっかぬ-
くうおう けつっくぬ ょぇあっ さぇょせのすしは, つすけ うた かけゃはす, ぇ 
こけすけき すぇお ゃしの けしすぇゃてせのしは あういくぬ くぇいにゃぇのす, 
こけさけえ ょぇあっ ねすうき ゅけさょはすしは, しかけゃくけ ゃ けしけぉせの 
おぇしすせ おぇおせの こけこぇかう. ╇, こさういくぇすぬしは, っしすぬ つっきせ 
さぇょけゃぇすぬしは: こさけ くうた こうてせす ゃ ゅぇいっすぇた, こけおぇいに-
ゃぇのす こけ すっかっゃういけさせ, ょぇあっ ぇゃすけゅさぇそに せ くうた 
こさけしはす, こさっょしすぇゃかはっすっ? ┿ ゃけす すぇおうっ ぉっいょっかぬ-
くうおう, おぇお は, しすぇさぇっきしは けす ねすけえ てせきうたう ょっさ-
あぇすぬしは こけょぇかぬてっ, う っしかう くぇし しこさぇてうゃぇのす, くっ 
ぉっいょっかぬくうおう かう きに, すけ けすくっおうゃぇっきしは, う ょぇあっ 
こさっょかぇゅぇっき こけきけつぬ くぇき ゃ くぇてっえ きくけゅけすさせょくけえ 
さぇぉけすっ. ′けさきぇかぬくにっ かのょう すけすつぇし あっ けすしすぇのす 
う ぉっゅせす ょぇかぬてっ うしおぇすぬ ぉっいょっかぬくうおけゃ. ╁けす ゃ 
こさうくちうこっ う ゃしは うゅさぇ, う けくぇ ゃしっき くさぇゃうすしは. ╋け-
あっす, しにゅさぇっき? 〉 ╃けぉさけゅけ いぇきっつぇすっかぬくにえ くのた, 
けく ぉっいょっかぬくうおけゃ いぇ ゃっさしすせ つせっす. ╁けす う ゃぇし すけあっ 
しさぇいせ くぇてひか. 〈ぇお おぇお, ぉっさひすっ こしぇ? 』すけ きけかつう-
すっ? ╃けぉさにえ, けくう つすけ, し くぇきう うゅさぇすぬ くっ たけすはす? 
╋けあっす, しおぇあっき うき, つすけぉに けくう うしおぇかう ゃ ょさせゅけき 
きっしすっ? – う は し ょさせあっかのぉくけえ, くけ おさけゃけあぇょくけえ, 
せかにぉおけえ, こけしきけすさっか くぇ ねすせ こぇさけつおせ.

╇ つっゅけ は すせす くぇゅけさけょうか? ╋せあうお-すけ ゃさけょっ 
くけさきぇかぬくにえ, うくすっかかうゅっくすくにえ ゃっしぬ すぇおけえ, ょぇ 

う あっくぇ っゅけ, っしかう くっ しきけすさっすぬ くぇ そういうけくけきうの, 
きけあっす, すけあっ くっ しけゃしっき こさけこぇとぇは すひすおぇ. ′けさ-
きぇかぬくにっ あっ おかうっくすに, う つすけ きっくは こけくっしかけ? 
′ぇょけ こけこさけぉけゃぇすぬ けこさぇゃょぇすぬしは:

– ぁすけ ゃしひ かうさうおぇ, ういゃうくうすっ, くぇしすさけっくうっ 
こさけしすけ すぇおけっ. ╄とひ さぇい ういゃうくうすっ. ぅ おうくけかけゅ 
こけ こさけそっししうう, きけゅせ ょぇあっ すさせょけゃせの こけおぇいぇすぬ, 
っしかう くぇょけ. ‶ひし, – さぇいゃっさくせか は っゅけ きけさょせ お 
しっぉっ, – こけゃっさぬすっ, う くぇ しぇきけき ょっかっ けつっくぬ こけ-
さけょうしすにえ, ょさっししうさけゃぇくくにえ, こさけしすけ せきくうちぇ. 
╃けぉさにえ, せかにぉくうしぬ ゅさぇあょぇくぇき. 』っゅけ すに しおぇ-
かうてぬしは?! 〈っぉっ あっ しおぇいぇかう: せかにぉくうしぬ, くっゃっ-
あぇ. ╊ぇょくけ, くっ たけつってぬ – おぇお たけつってぬ. ╋うくせしけゃ 
こけつすう くっす, さぇいゃっ つすけ せこさはきしすゃけ こけさけえ ぉにゃぇっす 
う しゃけっくさぇゃうっ, くけ けつっくぬ ゃ きっさせ. ╉しすぇすう, ょけ-
ぉっさきぇくに – けくう ゃしっ すぇおうっ. ′け ゃしひ さぇゃくけ こけ 
しさぇゃくっくうの し かのょぬきう けくう – かせつてうっ うい すゃぇさっえ. 
╄しかう けく ゃぇき くさぇゃうすしは – ぉっさうすっ, きくっ こさけしすけ 
しけょっさあぇすぬ っゅけ しかけあくけ: おけきぇくょうさけゃおう, いくぇっすっ 
かう. ┿ ゃに ょかは おぇおうた ちっかっえ っゅけ こかぇくうさせっすっ?

– ぁねね… – こけこさぇゃうか けつおう きせあうお. – ぅ – ′うおけ-
かぇえ ╁うおすけさけゃうつ. ╃ぇ… ] あっくけえ. ╄ひ いけゃせす ぅくぇ 
╋うたぇえかけゃくぇ, – すせす あひくせておぇ くっょけゃけかぬくけ こけ-
おけしうかぇしぬ くぇ きせあぇ. – ]すさぇくくせの こさうすつせ ゃに くぇき 
さぇししおぇいぇかう. ╃ぇ… – う けこはすぬ こけこさぇゃうか けつおう. – 
╁うょうすっ かう, せ くぇし し ぅくけつおけえ っしすぬ ょぇつぇ ゃ ょっさっゃ-
くっ, う っひ くぇょけ けたさぇくはすぬ, ぇ きに すせょぇ ゃしっゅけ さぇい ゃ 
くっょっかの ゃにぉうさぇっきしは. ┿ けく くっ おせしぇっすしは?

ぅ ぇあ いぇおぇてかはかしは けす しきったぇ, こけきぇたぇか させおけえ, う 
ゃにすっさ ゃにしすせこうゃてうっ しかひいに. ╆ぇおせさうか. ‶けつっきせ-
すけ きくっ ゃしっゅょぇ かっゅつっ けすゃっすうすぬ くぇ ゃけこさけし, おけゅょぇ 
は いぇおせさの. ╁けいきけあくけ, は こさけしすけ すせゅけょせき, う きくっ 
すさっぉせっすしは ゃさっきは, つすけぉに けこはすぬ つっゅけ くっ かはこくせすぬ 
くっゃいくぇつぇえ.

– ]けぉぇおぇ こさけたけょうかぇ ╆╉]. ╉せさし すぇおけえ, しこっ-
ちうぇかぬくにえ, ょかは けたさぇくに う いぇとうすに. ]おぇあっすっ けた-
さぇくはすぬ – せきさひす, くけ けたさぇくはすぬ ぉせょっす, しおぇあっすっ 
«そぇし» – ぉせ… ╃けぉさにえ, そせ! – せたゃぇすうか は こしぇ いぇ 
けてっえくうお. – 《せ, ╃けぉさにえ, たけさけてけ, そせ. ╁けす ゃう-
ょうすっ, つすけ ぉせょっす. ╆ょっしぬ ゅかぇゃくけっ – つすけぉに けく ゃ 
ゃぇし たけいはうくぇ こさういくぇか, ぇ ょぇかぬてっ ょっかぇえすっ し くうき 
つすけ たけすうすっ, たけすぬ おけかぉぇしせ くぇ くひき さっあぬすっ, ぉせょっす 
すっさこっすぬ. ┿ っしかう ゃに っとひ う けつうしすおう おけかぉぇしくにっ 
っきせ ょぇょうすっ, すぇお ゃに う ゃけゃしっ ょかは くっゅけ ちぇさぬ う 
ぉけゅ. ╄しす けく ゃしひ, お っょっ ぇぉしけかのすくけ くっこさうゃっさっょ-
かうゃ. ╁けす, こけあぇかせえ, う ゃしひ. ╃ぇ, う くっ しきけすさうすっ, 
つすけ せ くっゅけ きけしけか ゃけいかっ かぇこ ゃぇかはっすしは: っきせ しおぇ-
いぇかう けたさぇくはすぬ – ゃけす けく う けたさぇくはっす. ╀っい しこさけしぇ 
くう いぇ つすけ くっ すさけくっす: ておけかぇ. 

╋けかつぇす, ぉぇさしせつぬう きけさょに, ゅかぇいぇ こさはつせす. 〈ぇお 
ぉに う しおぇいぇかう くぇこさはきせの, つすけ ぉけはすしは くぇしすけはとっ-
ゅけ こしぇ, ぇ くっ てぇゃおせ おぇおせの, ぉさぇすぬ, すぇお くっす, こけ-
てっこすぇすぬしは うき くぇょけ. ╁こさけつっき, つっゅけ は けす すぇおうた 
けあうょぇか? ╃ぇ くう いぇ つすけ うき くっ けすょぇき: ねすけ つすけ, 
ゃにたけょうす, ╃けぉさけきせ ゃしっゅけ けょうく さぇい ゃ くっょっかの 
こけっしすぬ ょぇょせす?! ┿ いうきけえ? ′せ うた, ねすうた ょぇつくう-
おけゃ, すっき ぉけかっっ – すぇおうた うくすっかかうゅっくすくにた, ょぇ し 
かうしぬうきう きけさょぇきう: おぇお たけかけょぇ くぇつくせすしは, すぇお う 
いぇぉせょせす こさけ くっゅけ, う こかぇおぇかう くぇてう しゃっすかにっ しけ-
ぉぇつぇつぬう ゅかぇいけくぬおう. ′ぇおけくっち けつおぇさうお けすけょさぇか 
させおせ しゃけっえ ぉかぇゅけゃっさくけえ けす  させおぇゃぇ:

– ‶けあぇかせえ, くぇき くぇょけ こけょせきぇすぬ. ╇いゃうくうすっ 
いぇ ぉっしこけおけえしすゃけ, ‶ぇゃっか ╇ゃぇくけゃうつ. ╋に けぉはいぇ-
すっかぬくけ こけいゃけくうき ゃぇき, っしかう つすけ. ╃け しゃうょぇくうは.

– ‶さけとぇえすっ, かけゃちに ぉっいょっかぬくうおけゃ, – し けぉかっゅ-
つっくうっき こけきぇたぇか は うき ゃしかっょ. – 』っゅけ, ╃けぉさにえ, 
ょけゃけかっく? ぁた すに: は あっ おぇお かせつてっ たけすっか. ╉けしすぬ-
すけ ゃけいぬきう, たゃぇすうす ゃにこっくょさうゃぇすぬしは, くっ こっさっょ 
おっき ぉけかぬてっ. ╃ぇ, ゅさにいう, きけかけょっち, けくぇ しぇたぇさくぇは. 
╉しすぇすう, ╃けぉさにえ, ぇ こけつっきせ うきっくくけ «しぇたぇさくぇは»? 
¨くぇ つすけ, う ゃこさぇゃょせ しかぇょおぇは? 》けすは ょぇ: しせょは, し 
おぇおうき せょけゃけかぬしすゃうっき すに っひ たさせきおぇってぬ, う くぇ 
しぇきけき ょっかっ しかぇょおぇは. ╇ ゃ おけゅけ せ すっぉは すぇおけえ 
たけいはうく ぉっいせきくにえ? ╉しすぇすう, いぇこけきくう, うきっくくけ 
つすけ ゃさっきっくくにえ たけいはうく, う くっ けぉけかぬとぇえしは: ゃしひ 
さぇゃくけ おけきせ-くうぉせょぬ すっぉは けすょぇき, う くっ こけょきうゅう-
ゃぇえ きくっ, ゃ おけくちっ おけくちけゃ, けょうく たさっく こけ-きけっきせ 
ぉせょっす. ╁いはか, しぉうか きっくは し きにしかう. ┿た ょぇ: つうすぇすぬ 
は ゃ のくけしすう けつっくぬ かのぉうか, くぇゃっさくけっ, けすすけゅけ-すけ 
こけさけえ すぇおけっ いぇゃっさくせ, つすけ せ しぇきけゅけ おさにてぇ っょっす. 
ぁすけ あっ くぇょけ ぉにかけ すぇおけっ こさけ ぉっいょっかぬくうおけゃ しきけ-
さけいうすぬ! ′け ょぇ くうつっゅけ: ゃしひ, つすけ くう しかせつぇっすしは, お 
かせつてっきせ, うかう は くっこさぇゃ? 』すけ, ょけっか せあっ? 〈けゅょぇ 
こけてかう, こさけゅかけすうくぇ せてぇしすぇは, ]ぇておせ くぇゃっしすうき, 
ょぇ し ¨かぬゅけえ こけゃしすさっつぇっきしは. ‶けてかう せあっ, ぇ すけ 
つすけ-すけ ゃっすっさけお しかうておけき しゃっあうえ, おぇお ぉに ょけ-
あょうお くっ くぇょせかけ. ┿ すけ う っとひ つっゅけ こけたかっとっ: せ 
くぇし ゃ うのくっ ょぇあっ しくっゅ ぉにゃぇっす, くけ ょぇ すに っとひ 
きけかけょけえ, くっ いぇしすぇか. 

╃け しっょぬきけゅけ おうかけきっすさぇ きに ょけぉさぇかうしぬ し 
おけきそけさすけき: すけかぬおけ は こさうしすさけうかしは ゃけいかっ いぇ-
ょくっゅけ さはょぇ しうょっくうえ, おぇお すせす あっ うしこせゅぇくくぇは 
ょっゃつせておぇ し ゅけすけゃくけしすぬの せしすせこうかぇ きくっ きっ-
しすけ, う し けこぇしおけえ せてかぇ けす くぇし おせょぇ こけょぇかぬてっ 
こけゅかせぉあっ ゃ しぇかけく. 》けすぬ おぇおぇは-すけ こけかぬいぇ けす 
╃けぉさけゅけ: きっしすけ せあっ きくっ せしすせこぇのす, おぇお こっく-
しうけくっさせ ょさはたかけきせ. ′せ ゃけす, う ょけあょぬ くぇつぇかしは, 
くぇおぇさおぇか, つすけ くぇいにゃぇっすしは. ╇ ゅょっ きに しっえつぇし 
ゅせかはすぬ ぉせょっき? 《せ すに, くぇこぇしすぬ! ‶さうょひすしは ゅょっ-
くうぉせょぬ こけょ くぇゃっしうおけき せしすさけうすぬしは, くうつっゅけ くっ 
こけょっかぇってぬ: くっぉっしぇき くっ こさうおぇあってぬ. ╃け つっゅけ 
あっ は くっくぇゃうあせ すぇおせの こけゅけょせ! ╃けあょうお, たけすぬ 
う くっ しこかけてくけえ, くけ いぇ てうゃけさけす ゃけゃしの いぇかう-
ゃぇっす, ょぇ う くぇょ ゅけかけゃけえ しっさけゃぇすけ-ぉっいきけかゃくぇは 
こさけしすにくは, おぇお しぇゃぇく, きさぇおけき しゃけうき ょせてせ くぇ-

こけかくはっす. ╉ぇお ぉに っとひ おさけししけゃおう くけゃにっ くっ こさけ-
きけつうすぬ, ぇ すけ ゃけく ╃けぉさにえ, う すけす せてう こけょあぇか, 
ょぇ こけ いくぇおけきけえ ょけさけゅっ うょひす し くっょけせきっくうっき, 
すけ う ょっかけ けゅかはょにゃぇはしぬ くぇ きっくは.

– ╃ぇ けすしすぇくぬ すに! ¨すさはたくせか しゃけの てっさしすぬ – う 
ゃしっ ょっかぇ, つすけ くぇ きっくは-すけ こはかうすぬしは? – う は くっ-
ゃっしすぬ いぇつっき こけょしすぇゃうか っきせ こけょくけあおせ. – 』すけ, 
せあっ う かぇこに いぇこかっすぇのすしは? ]すぇさにえ しけゃしっき しすぇか, 
ょぇ? 』っゅけ ゃにかせこうかしは?

╋っさいけしすぬ ねすけ こけしかっょくはは – ゃ しけぉぇつぬう ゅかぇいぇ 
しきけすさっすぬ. 〈けす ゃいゅかはくせか くぇ きっくは すぇお, おぇお くぇ 
こけかくけゅけ うょうけすぇ し つっかけゃっつっしおうき せおかけくけき, う 
ねすけ っとひ きはゅおけ しおぇいぇくけ. ¨すけゅくぇゃ けす しっぉは すはゅせ-
つせの ぉっいいせぉけしすぬ くっぉっし, は ゃ くっさってうすっかぬくけしすう 
けしすぇくけゃうかしは ゃけいかっ かっつっぉくけゅけ おけさこせしぇ: くうおけ-
ゅけ. ぅ すせす こさけきけお, おぇお ちせちうお, ぇ ういぉせておぇ-すけ, 
けおぇいにゃぇっすしは, くぇ おかのておっ. ╇ ねすけ ゃしひ – こけしさっょう-
くっ ょせさょけきぇ, ぇ ゅょっ しっさっょうくぇ, すぇき, おぇお ういゃっしす-
くけ, う は. ‶さぇゃょぇ, せあっ くっ けょうく, ぇ し くぇこぇさくうおけき, 
くけ しせすう ねすけ くっ きっくはっす. ‶けょけぉさぇゃ てうておせ, は 
ぉさけしうか っひ ゃ しゃっすはとっっしは ゃゃうょせ さぇくくうた しせきっさっお 
けおくけ ぃさおう. ′っす けすゃっすぇ. ′ぇ こはすけえ てうておっ いぇくぇ-
ゃっしおぇ くっょけゃけかぬくけ けすょひさくせかぇしぬ う こけおぇいぇかぇしぬ 
さけあぇ ょけおすけさぇ. ̈ すおさにゃ そけさすけつおせ, すけす おさうおくせか:

– 』っゅけ すっぉっ?
– ‶けあさぇすぬ ぉに, くぇつぇかぬくうお, – さってうか けすてせ-

すうすぬしは は. – ‶うかうゅさうきに きに, うい ]ゃはすけえ いっきかう 
うょひき, う ゃしひ ぉっい おけきぇくょうさけゃけつくにた.

╇いさはょくけっ けおぇいぇかけしぬ せ ぃさぬっゃうつぇ つせゃしすゃけ 
のきけさぇ: ゃにしすぇゃうか くぇき ょゃっ あっしすはくにっ こかけておう し 
おぇてっえ くぇ こけさけゅ, う けこはすぬ いぇおさにか ょゃっさぬ, ょぇあっ 
くっ こけいょけさけゃぇゃてうしぬ. 』すけ あ, ょかは きっくは つっき 
たせあっ – すっき うくすっさっしくっえ. ┿ おぇておぇ-すけ くっこかけたぇは, 
こてひくくぇは, たけすぬ, こけたけあっ, う くぇ ゃけょっ しゃぇさっくくぇは, 
ょぇ し けてきひすおぇきう おぇこせしすに. ぅ っか せおぇいぇすっかぬくにき 
こぇかぬちっき, ╃けぉさにえ あっ, おぇお ゃしっゅょぇ – しさぇいせ さすけき, 
くっさはたぇ. ‶けしうょうき くぇ しおぇきっっつおっ, こけょけあょひき, 
つすけ ょぇかぬてっ ぉせょっす: くうつすけ すぇお ぉけかぬてっ くっ いぇゃけ-
ょうす, おぇお けあうょぇくうっ, くっ こけすさぇつっくくけっ いさは. 

– ‶さぇゃうかぬくけ は ゅけゃけさの, ╃けぉさにえ? – さってうか は 
こけょっかうすぬしは きにしかはきう しけ しゃけうき っょうくしすゃっくくにき 
しかせてぇすっかっき, くっょけゃけかぬくけ こけしきぇすさうゃぇのとうき こけ 
しすけさけくぇき. – ¨あうょぇくうっ, けくけ あっ こさうさぇゃくうゃぇっす 
つっかけゃっおぇ お いゃっさはき, すぇお? ╁けす すに, お こさうきっさせ, 
かっす ねすぇお つっさっい ょっしはすぬ こけょけたくってぬ. ╇ くっ しきけ-
すさう すぇお くぇ くっぉけ, きぇおしうきせき, つすけ けくけ すっぉっ こけ-
てかひす – すぇお ねすけ かっす こはすくぇょちぇすぬ, っしかう おせさうすぬ 
くっ くぇつくひてぬ, おぇお は. ┿ は, たけすぬ う おせさの, う こぬの, 
くけ すっき くっ きっくっっ こさけあうゃせ ゃしひ あっ こけょけかぬてっ, 
う くっ しこけさぬ しけ きくけえ: けゅけさつせしぬ. ]おぇあってぬ, つすけ 
ねすけ くっしこさぇゃっょかうゃけ? ¨すゃっつせ: すに くっ こけ ぇょさっしせ 
けぉさぇとぇってぬしは, けす きっくは ねすけ くっ いぇゃうしうす. ╋けあっす, 
ぉにかぇ ぉに きけは ゃけかは, は う ゃけゃしっ ぉに ゃぇし, しけぉぇお, 
ぉっししきっさすくにきう ぉに しょっかぇか. 》けすは くっす, くっ しすけうす: 
ゃに あっ, しゃけかけつう, こけゅけかけゃくけ こさっょぇくくにっ, ょぇ くぇ 
きけゅうかおぇた たけいはっゃ こけょさっきぇすぬ かのぉうすっ. 〈に こさっょ-
しすぇゃかはってぬ しっぉっ すぇおけっ おかぇょぉうとっ: ゃしは いっきかは 
– ゃ きけゅうかぇた, ぇ くぇ くうた – しけぉぇおう? ╇ おぇあょぇは 
こさけ しゃけっゅけ たけいはうくぇ すけかぬおけ かうてぬ しぇきけっ かせつ-
てっっ さぇししおぇいにゃぇっす? ╃ぇ ゃに こっさっょっさひすっしぬ あっ 
すぇき ゃしっ! ′っす せあ, こけょにたぇえ かせつてっ すに こっさゃにえ, 
は-すけ し すっきう, おすけ くぇ しけしっょくうた きけゅうかおぇた, すけつくけ 
け すゃけうた ょけぉさけょっすっかはた しこけさうすぬ くっ ぉせょせ, さぇし-
しおぇあせ, おぇおけっ すに ょっさぬきけ くっぉかぇゅけょぇさくけっ, う ゃしひ 
すせす. 》けすは う うい-いぇ ねすけゅけ ょさぇおぇ すけあっ きけあっす しかせ-
つうすぬしは: せ おけゅけ しけぉぇおぇ ょっさぬきけゃっえ ぉにかぇ, すぇお? 
╃ぇ せあ, う こけしかっ しきっさすう くっ ぉせょっす くぇき, かのょはき, 
けす ゃぇし しこぇしっくぬは. ┿ ゃしひ こけつっきせ, ╃けぉさにえ? ぅ ゃけく 
しかにてぇか, つすけ あういくぬ う しきっさすぬ – けょくけ う すけ あっ, 
う けぉっ – ょさはくぬ. ╉ぇお すに ょせきぇってぬ? ¨こぇ, しすけえ! – 
いぇぉさぇか は せ こしぇ きうしおせ, う, こけゃっさくせゃてうしぬ, こけょぇか 
っひ ゃきっしすっ しけ しゃけっえ けすおさにゃてっきせ ょゃっさぬ ぃさっ. 
– ]こぇしうぉけ, たけいはうく, くぇき ぉに すっこっさぬ けぉしけたくせすぬ, 
う きに こけえょひき ょぇかぬてっ ╂けしこけょぇ くぇてっゅけ しかぇゃうすぬ. 
′っ くぇかぬひてぬ?

– 〈に つすけ, ねすけ しなっか? – くっょけせきっくくけ こけしきけ-
すさっか すけす くぇ きうしおう. – ぁすけ あっ は うい ぉぇつおぇ し けす-
たけょぇきう いぇつっさこくせか. 

– ¨こぇ! ]こぇしうぉけ! – たかけこくせか は ゃ きけおさにっ かぇ-
ょけてう, けすつっゅけ ぉさにいゅう さぇいかっすっかうしぬ ゃけおさせゅ ゃっ-
っさけき. – ぁすけ あっ しっくすっくちうは! ]かけゃけ すぇおけっ, こけき-
くうてぬ, ょぇ? ╉けさけつっ, おぇおけゃぇ くぇてぇ あういくぬ, すぇおけゃけ 
う しかけゃけ! ′さぇゃうすしは? ′け ゃしひ-すぇおう しすけうかけ たけすは 
ぉに きくっ かけあおせ こさうくっしすう, ぇ すけ ゃうょうてぬ, – こけょ-
くはか は けぉかういぇくくにえ こぇかっち, – きくっ ゃけす ねすうき っしすぬ 
こさうてかけしぬ. ‶うすぇすっかぬくけ せ ゃぇし ゅけすけゃはす, ょぇ う し 
そぇくすぇいうっえ: すぇき あっ, ゃ こかけておっ, こけょう, う おけきこけす 
すけあっ ぉにか?

– ╇ょうけす, – こさけてっこすぇか ぃさぇ, おぇつぇは ゅけかけゃけえ, 
ぇ こけすけき いぇきけさゅぇか. – ]っくすっくちうは っきせ, けょくぇおけ. 
〈に う  こさぇゃょぇ ゃしの きうしおせ しなっか?

– ╁しの, – くっゃうくくけ せかにぉくせゃてうしぬ, こけあぇか は 
こかっつぇきう. 

′ぇゃっさくけっ, ╃けぉさにえ ぉにか こっさゃにき つっすにさひた-
くけゅうき こぇちうっくすけき ねすけえ おかうくうおう, つすけ くぇき くっ 
こけきってぇかけ せょぇかうすぬ っゅけ し ゅかぇい かのょしおうた こけょぇかぬ-
てっ こけょ しすけか, ゅょっ けく しさぇいせ あっ せかひゅしは. ぅ あっ, 
くぇこさけすうゃ, あぇょくけ ゃこうすにゃぇか ゃ しっぉは くぇ すさっいゃせの 
ゅけかけゃせ ちゃっすぇ う いぇこぇたう ねすけゅけ ちぇさはとっゅけ せあぇ-
しぇ ぉけかぬくうちに, こにすぇはしぬ さぇいゅぇょぇすぬ こさうつうくせ っゅけ 
ゃしっしうかぬは. ╋っさいおうっ, おさぇてっくにっ かっす ょっしはすぬ くぇ-
いぇょ きぇしかはくけえ おさぇしおけえ しすっくに, いぇしうあっくくにっ 
きせたぇきう しすひおかぇ, う, つすけ くっきぇかけゃぇあくけ – いぇ-
こぇた! 》けさけてけ, つすけ は くっ しけぉぇおぇ, ぇ すけ ぉに すけあっ 
しゃうたくせかしは, おぇお う ゃしっ けしすぇかぬくにっ かのょう ゃ ねすけき 

きうさっ. ぁすけ こさけしすけ いぇきっつぇすっかぬくけ, つすけ きに しっぉは 
くっ けしけいくぇひき しけゃしっき しぉさっくょうゃてうきう, うくぇつっ ぉに 
こさうつうくせ しすぇかう うしおぇすぬ, ぇ いぇすっき すぇおうた ぉっょ くぇ-
すゃけさうかう, つすけ ゃしっき おうさょにお. ‶さうくのたぇかうしぬ きに お 
ねすけきせ ゃけくのつっきせ きうさせ, う けすすけゅけ きけあっき あうすぬ ゃ 
くひき ぉっいぉっょくけ ゃきっしすっ し しっぉっ こけょけぉくにきう, かうてぬ 
ういさっょおぇ しこけさは け ゃおせしぇた. ┿ ゃけす っしかう ぉに きに し 
くっこさうゃにつおう くぇつぇかう しこけさうすぬ け いぇこぇたぇた? ╀けあっ 
せこぇしう: くぇゃっさくけっ, けすすけゅけ-すけ, おぇお ゅけゃけさうすしは, 
ぉけょかうゃけえ おけさけゃっ ╀けゅ さけゅけゃ う くっ ょぇか. ╊せつてっ 
せあ きに け ゃおせしぇた こけしこけさうき:

– ぃさ, すに ぉに たけすぬ きけさおけゃおう ゃ ぉぇかぇくょせ しゃけの 
おうくせか, ぇ すけ こさっしくけゃぇすけ こけかせつうかけしぬ. ╇ し きは-
しおけき くっきくけゅけ くっょけぉけさ. 〈に, おしすぇすう, くっ ゃ おせさしっ, 
つすけ すぇおけっ «くっきくけゅけ くっょけぉけさ»? 

╃けおすけさ, くっ いくぇは, おせょぇ ょっゃぇすぬ ゅかぇいぇ, いぇしせっ-
すうかしは, う ゃにしすぇゃうか くぇ しすけか ょゃっ ぉぇくおう すせてひくおう 
う しおかはくおせ しこうさすぇ, いぇすっき ねすぇお ゃしおけかぬいぬ こさけ-
てっこすぇか:

– ぅ あっ くっ いくぇか, つすけ すに う  くぇ しぇきけき ょっかっ ねすけ 
あさぇすぬ ぉせょってぬ. 【せすおぇ, くせ? 》けつってぬ, は すせてひく-
おせ けすおさけの? ╇かう すっぉっ しこうさすぇ しさぇいせ? ╃ぇ, ょぇゃぇえ 
しこうさす, くぇょけ こさけょっいうくそうちうさけゃぇすぬ, ぇ すけ せ くぇし 
いくぇってぬ, おぇお ねすう ぉぇつおう きけのす. ╃ぇ つすけ すぇき きけ… – 
う しこけすおくせかしは, すにかぬくけえ しすけさけくけえ かぇょけくう こさう-
あぇゃ さけす. – ぁた, おたき, ょぇ すに こけくはか. ‶さけしすう, ょさせゅ, 
くせ, ゅかせこぇは てせすおぇ, くせ, ゅかせこぇは, – う ゃうくけゃぇすけ 
さぇいゃひか させおう, けすつっゅけ-すけ けぉかういにゃぇは ゅせぉに. 

╀っいけぉさぇいうは, けた おぇおぇは ゃおせしくのつぇは ゃにさうしけ-
ゃにゃぇっすしは ぉっいけぉさぇいうは, こさけしすけ こぇかぬつうおう けぉかう-
あってぬ! ┿ ぉっいけぉさぇいうは は けえ しすさぇしすぬ おぇお かのぉかの, 
けしけぉっくくけ っしかう うた さぇいにゅさにゃぇすぬ こけ きけうき こさぇ-
ゃうかぇき. ′け しっゅけょくは, せゃに, くっ すけす しかせつぇえ, つすけぉに 
くぇ おけき-すけ いかけしすぬ ゃにきっとぇすぬ: くっす ゃけ きくっ いかぇ, 
しおけかぬおけ くう おけこぇえ. ╃ぇあっ こさけすうゃくけ, ょけ つっゅけ は 
ょけぉさにえ, くっゃいうさぇは くぇ くっこけゅけょせ, こさはきけ おぇお きけえ 
こひし こしうくおけしきっさょはつうえ. ╉ぇお あっ けす くっゅけ こけしかっ 
ょけあょうつおぇ  うい-こけょ しすけかぇ ゃおせしくけ こぇたくっす! ′っす, 
かのょう すぇお すけつくけ くっ きけゅせす こぇたくせすぬ: けす くうた すけかぬ-
おけ しすさぇたけき うかう あぇょくけしすぬの こさひす, おけさにしすぬの う 
こさけつうき きさぇおけぉっしうっき, くっしこけしけぉくに けくう お つう-
しすけきせ, こさけいさぇつくけきせ, いぇこぇたせ. 』すけ, は くっこさぇゃ? ┿ 
ゃに こけくのたぇえすっ きかぇょっくちぇ! 〈け-すけ あっ, しすっさゃっちに. 

– 》けさけて けこさぇゃょにゃぇすぬしは, ぃさぇ, くぇてっ けこさぇゃ-
ょぇくうっ せあっ しこうす. ¨ くひき, おしすぇすう, う たけすっか し すけ-
ぉけえ こけゅけゃけさうすぬ, – いぇちにおぇか は ょにさはゃにき いせぉけき, 
こにすぇはしぬ ゃにせょうすぬ うい くっゅけ けてきひすけお おぇこせしすに. 
– 〉ぉけかすぇか: こかっしくう こけ つせすぬ-つせすぬ. ¨ゅせさつうおう-
すけ けしすぇかうしぬ? ╇ おけゅょぇ, ゃ おけくちっ-すけ おけくちけゃ, すに 
くぇつくひてぬ けおけておけ けすおさにゃぇすぬ?! ╃せたけすうとぇ ゃっょぬ! 
╁しひ, たけさけて, てうさっ くっ くぇょけ, – う いぇょせきぇかしは くぇょ 
おせしおけき くっゃっょけきけ つぬっゅけ すせてひくけゅけ すっかぇ, ういゃかっ-
つひくくけゅけ うい ぉぇくおう, こけすにおぇゃ ゃ くっゅけ ゃうかおけえ. – ぅ 
ゃけす け つひき すっぉは たけすっか しこさけしうすぬ. ╃ぇあっ くっ いくぇの, 
し つっゅけ くぇつぇすぬ, ゃけす ゃっょぬ しきった, ぇ? – う いぇきはかしは, 
こさうおせしにゃぇは ゅせぉせ. – ′っ, くぇ しぇきけき ょっかっ しきった. 
╉さけきっ てせすけお: しおぇあせす きくっ すっぉは せおけおけてうすぬ – 
こはすう しっおせくょ ょせきぇすぬ くっ しすぇくせ, ぇ いょっしぬ ゃしひ あっ 
くっゃょけきひお. 

– ╉ぇお ねすけ: せおけおけてうすぬ? – けしすぇくけゃうか しゃけひ 
ょゃうあっくうっ お けゅせさちせ ょけおすけさ. – ]けゃしっき? ]っえつぇし? 
ぅ あっ くうつっゅけ すぇおけゅけ…

– ¨すゃはくぬ, – ゃにすぇとうか は せ くっゅけ うい-こけょ こぇかぬ-
ちっゃ けゅせさつうお, う しきぇつくけ うき いぇたさせしすっか. – ╊うつ-
くけ すっぉは ねすけ くっ おぇしぇっすしは, ょぇ う すけ, くぇゃっさくけっ, 
けすおぇいけき けすゃっつせ. 〈けあっ てせつせ. (╇ つすけ きっくは こけ-
しすけはくくけ すはくっす かはこくせすぬ しぇきせの つすけ くう くぇ っしすぬ 
ゅぇょけしすぬ?!). 》けさけてけ, – ゃいゅかはくせか は くぇ しかっゅおぇ 
けこってうゃてっゅけ ゃさぇつぇ. – ╃ぇ ぉせょっす すぇお, おぇお くっ 
しくうかけしぬ こぇさすうう う こさぇゃうすっかぬしすゃせ: すに つすけ くぇ-
しつひす ╃けぉさけゅけ くぇょせきぇか?

ぃさぇ はゃくけ くっ すけさけこうかしは し けすゃっすけき: けく くっ-
ゃっょけきけ けすつっゅけ きっくは こけぉぇうゃぇかしは. ╇かう, きけあっす, 
ねすけ けく ╃けぉさけゅけ, おけすけさにえ さぇいかひゅしは こさはきけ せ 
くっゅけ くぇ くけゅぇた, けこぇしぇっすしは? 〈っさこっすぬ くっ きけゅせ, 
おけゅょぇ すぇおぇは ょゃせしきにしかっくくけしすぬ こさけうしたけょうす, う 
けすすけゅけ しぇき くぇつうくぇの くっいぇゃうしうきけ けす あっかぇくうは 
くっさゃくうつぇすぬ:

– ╄ゃゅっくぬっゃうつ, は たけつせ っゅけ ]ぇておっ けすょぇすぬ, すに 
おぇお ょせきぇってぬ? ぅ ゃっょぬ すっぉっ すけゅょぇ しかけゃけ ょぇか, つすけ 
ぉっい すゃけっゅけ ゃっょけきぇ ょっかぇすぬ くうつっゅけ くっ ぉせょせ. ╁けす う 
しけゃっすせのしぬ. ′っす, すに しさぇいせ くっ けすゃっつぇえ: ゅかけすけつっお 
しょっかぇえ, ょぇ たけさけてっくぬおけ こけょせきぇえ. 〈に ゃっょぬ くうおけ-
ゅけ くっ くぇてひか, ょぇ? ′せ くっ きけかつう すに! – う くぇつぇか くっ-
ゃっょけきけ けすつっゅけ つぇしすうすぬ. – ぅ こさうゃにお お くっきせ, たけすぬ 
つっき こけおかはくせしぬ, くけ くっ くぇょけ きくっ し くうき ぉにすぬ, こさけ-
こぇょひす けく しけ きくけえ, こけゃっさぬ. ┿ し ]ぇておけえ, きけあっす, 
ぇ? ̈ く あっ, くっす, けくう あっ たけさけてうっ, ょけぉさにっ, つうしすにっ, 
くっ すけ, つすけ は. 』すけ あっ すに きけかつうてぬ, しせおうく おけす! 〈に 
あっ ゃうょっか ゃ こさけてかにえ さぇい, おぇお けくう ょさせゅ し ょさせゅけき 
ゅせかはかう! 』っき くっ こぇさぇ? ′せ?!

》けいはうく きけかつぇ さぇいかうか いっかぬっ こけ さのきおぇき う 
せおけさういくっくくけ ゃいゅかはくせか くぇ きっくは, ゃけいゃさぇすうゃ 
しっぉっ ぉにかけっ しこけおけえしすゃうっ. ╃けかゅけ しきけすさうす, ゃさけ-
ょっ おぇお ゅうこくけすういうさせっす. ┿ は つすけ? ╄しかう くぇょけ – 
すぇお ねすけ こけあぇかせえしすぇ, う こせしすぬ ゃくせてぇっす きくっ たけすぬ 
つすけ くっしせしゃっすくけっ, こけかせつうすしは-すけ ゃしひ さぇゃくけ けょくけ 
う すけ あっ: っしかう [っきぉけ, すけ しけきくっゃぇのとうえしは, っしかう 
╃っすけつおうく – すけ ぇゅさっししうゃくにえ. ╉けさけつっ, おぇお きっくは 
くう いけきぉうさせえ, おけくっち けょうく: けしすぇくせしぬ は しぇきうき 
しけぉけえ, う くっ ゃくせてうすぬ きくっ くうおけゅょぇ くう しこはとっえ 
ちぇさっゃくに, くう ょさぇおけくぇ けゅくっょにてぇとっゅけ. ╄しかう こけ-
ゃっいひす, けす けぉけうた せぉっゅせ. ┿ っしかう くっす, すぇお う こっさっ-
あうゃぇすぬ くっつっゅけ: こけとぇょに くうおけきせ うい くぇし くっ ぉせ-
ょっす くう くぇ すけき しゃっすっ, くう くぇ ねすけき, せあ は-すけ いくぇの.
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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, 2 きっし. 8-906-80-43-168.

[╄╉╊┿╋┿

• 『にこかはすぇ. 8-904-38-24-460.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ. 8-950-19-00-775.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╃けき. 8-912-66-54-164.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ. 
8-912-66-54-164.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
22, 6/9, さっきけくす, 38/17/9. 『. 1850 
す.さ. 8-912-28-79-411.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., せか. 【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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╂けさくは-
おけゃ, ゅぇい, ゃけょぇ. 8-908-90-72-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき ゃ ちっくすさっ, こけかくけしすぬの ぉかぇ-
ゅけせしすさけっく, 70 き2, ぉぇくは, 12 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっくくけしすう. 『. 3000 す.さ., ゃけい-
きけあっく けぉきっく し ょけこかぇすけえ. 8-909-
01-70-466.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╉かのつっゃしお. 8-912-66-
54-164.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, ょ. ╉けくけゃぇかけゃけ, いぇ ‶っさゃけ-
せさぇかぬしおけき, 50 き2, 11 しけす., ぉぇくは, しぇ-
さぇえ, しおゃぇあうくぇ. ‶さけょぇき うかう こけきっ-
くはの くぇ 1-おけきく. おゃ. ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. 
8-912-28-43-289.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, お/し わ78, さ-く ╅せかぇくけゃ-
しおけゅけ, 4,5 しけす., かっす. ょけき, 2 すっこかうちに. 
8-912-63-21-178.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, こ. 
]すぇくけゃぇは. 『. 300 す.さ. 8-902-40-91-388.

[╄╉╊┿╋┿

• ′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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, さ-く ]けしくけゃけゅけ ぉけさぇ う 
【ゃっえくけえ そ-おう. 8-908-92-45-251, 
8-908-91-54-546.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀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.
[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.

[╄╉╊┿╋┿

• 《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 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. 
8-922-22-40-206, 8-902-15-18-
736.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ]っすおぇ おかぇょけつくぇは, しゃぇさくぇは, 
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. 4-24-

24, (343) 213-213-4, 228-43-71.
[╄╉╊┿╋┿

• ]っすおぇ-さぇぉうちぇ ゃ こけかうきっさっ, 
しすけかぉうおう. 4-24-24, (343) 213-
213-4, 217-81-61.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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. ]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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 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
• ╋っかおぇは おぇさすけておぇ. 8-904-98-

76-732.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• "』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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆-2105, 96 ゅ.ゃ. 8-922-22-56-105.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁けかぬゃけ-740, 85 ゅ.ゃ. 8-922-22-
56-105.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆-33507 – しぇきけしゃぇか, 91 

ゅ.ゃ. 8-922-22-56-105.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿/き 〈けえけすぇ おけさけかかぇ, 2002 

ゅ.ゃ., ょゃうゅ. 1,6, ┿╉‶‶, さぇししきけすさの 
ゃぇさうぇくす けぉきっくぇ くぇ ╂┿╆っかぬ ゅさせいけ-
こぇししぇあうさしおせの. 8-922-20-69-077.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

′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

[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

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

╃っすしおけっ
ÏÐÎÄÀÌ

• ╉けかはしおぇ-すさぇくしそけさきっさ 
(いうきぇ-かっすけ), しうくはは. 『. 2500 
させぉ. 8-922-16-44-618.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけゅせかけつくぇは おけかはしおぇ, いっかっくぇは. 
『. 1800 させぉ. 〈けさゅ. 8-922-12-06-711.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. 8-902-87-99-662.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ 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. 
8-909-00-92-305.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ′けゃにえ こかせゅ お すさぇおすけさぇき 〈-40, 
╋〈╆-80. 8-904-98-76-732.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ぁかっおすさけょに ¨╉-46, SE-46, 『╊-
11, ′╅-13, ¨╆╊-8. ‶さけゃけかけおせ. 
8-922-21-12-377.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊っし. ]うくうえ, しうすけゃにえ. 8-902-87-
99-662.

[╄╉╊┿╋┿

• ╄ゃさけこけょょけくに. 4-24-24, 213-
213-4, 8-912-60-88-251.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706

[╄
╉╊

┿╋
┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ. 8-909-00-92-305.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけゃうお ぉけさすけゃけえ し おさぇくけき-
きぇくうこせかはすけさけき. 8-912-64-18-650.

[╄╉╊┿╋┿

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.ru

′ぇゃけい 
おけくしおうえ 

ゃ きっておぇた [╄
╉╊

┿╋
┿

Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, 

êîâàíûå èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

(き-く "╉うさけゃしおうえ", 2 ねすぇあ)

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÁËÎÊÈ 
èç ïîëèñòåðîëáåòîíà 

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÐÓÁÛ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄
╉╊

┿╋
┿

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404

8-904-38-95-420

8-952-72-83-868

8-912-04-58-928
づぎとずんぜん

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅»

8-950-65-41-363

｠しかい
(せかさそせおけぬけみ)

┄┋┟ ┊┎┐┌─ 
┆┈│┎┒┍┛┕ [╄

╉╊
┿╋

┿

┿ょきうくうしすさぇちうは 
う おけかかっおすうゃ せつうすっかっえ ╋¨〉 ]¨【 わ2 

ゃにさぇあぇっす しけぉけかっいくけゃぇくうっ 
[はたけゃしおけえ ╊のょきうかっ ╄ゃゅっくぬっゃくっ 

こけ こけゃけょせ しきっさすう っひ きぇすっさう.
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╁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.

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.

• ¨¨¨ "》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.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ┿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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ ′‶‶ "╂┿╋╋┿╋╄〈" すさっぉせ-
っすしは くぇつぇかぬくうお けすょっかぇ けたさぇくに 
すさせょぇ う こさけきにてかっくくけえ ぉっいけ-
こぇしくけしすう. ╅っかぇすっかぬくけ し けこにすけき 
さぇぉけすに. 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).

• ╁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.

• ¨¨¨ 』¨‶ "╂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.

• ┿′ «╋ぇさす» すさっぉせのすしは さうねかすけ-
さに. 4-29-02.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ 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.

• [ぇぉけつうっ こけ ういゅけすけゃかっくうの 
しっすおう-さぇぉうちに, け/さ. 4-24-24, 
8-912-22-62-772.

• ╁けょうすっかぬ くぇ ╂┿╆っかぬ. 4-24-

24, 8-912-24-52-664.

• ╁けょうすっかぬ し ╂┿╆っかぬの (すっくす, 
ぉせょおぇ). 8-950-54-75-059.

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

• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.

• ‶けゃぇさぇ, おせた. さぇぉけすくうおう. 
8-904-98-57-748.

”“ ｇ）＊°℃＠°§ｇ ★○％℃＊°▲°＄◎ §° ○°′☆◎◇┺ 

äëÜÑíçîÜç 
äñ¡íë　-¡ÜÖÑóöñëí 

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

8-912-24-83-669

┳》╉╈《》′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

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 

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

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

どづぎゐばぎどでé
しすけさけあ-けたさぇくくうお

на ул. Ленина, 2Б

8-912-60-58-315

ヴ┒┋┄ ヮ┄┏┟┆┍━┐┉┍│┍ │┍┏┍┃┐┉┍│┍ 
┍┉┏┒│〞 ┌〞 ┎┍┐┑┍┞┌┌┒┝ ┏〞─┍┑┒

òðåáóåòñÿ 
âîäèòåëü
グ━┍┌┇┑┛ ━ ┏〞─┍┖┄┄ ━┏┄┋┞ 

┐ 9.00 ┃┍ 18.00 ┎┍ ┑┄┊┄┓┍┌〞┋:

4-39-01, 4-32-91

• ╋うくう-しぇょうおせ すさっぉせのすしは こさう-
たけょはとうっ かけゅけこっょ, こしうたけかけゅ, 
╇╆¨, すっぇすさぇかぬくけっ うしおせししすゃけ. 
8-902-27-45-093.

• ‶けきけとくうお させおけゃけょうすっかは. 
8-965-53-31-612.

• ]ゃぇさとうおう くぇ こさけういゃけょしすゃけ 
きっすぇかかけおけくしすさせおちうえ. 8-912-28-
86-585.

• [ぇいくけさぇぉけつうっ. 8-912-28-86-585.

• ╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ. ╁けいさぇしす 
けす 25 ょけ 45 かっす, こさけあうゃぇくうっ ゃ ゅ. 
╀っさひいけゃしおけき. 〈さっぉけゃぇくうは: けこにす 
させおけゃけょはとっえ さぇぉけすに ゃ ]╋╇, 
ゅさぇきけすくけしすぬ, くぇゃにおう さぇぉけすに し 
‶╉, けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, ゃくうきぇすっかぬ-
くけしすぬ. ¨ぉはいぇくくけしすう: けさゅぇくういぇちうは 
さぇぉけすに さっょぇおちうう すっかっおぇくぇかぇ, 
さぇいさぇぉけすおぇ こけかうすうおう うくそけさきぇ-
ちうけくくけゅけ くぇこけかくっくうは こさけゅさぇきき, 
くぇこうしぇくうっ しのあっすけゃ お ねそうさせ. ‶けか-
くぇは いぇくはすけしすぬ. ‶さっょけしすぇゃかはっすしは 
こけかくにえ しけちこぇおっす, ゃにしけおぇは い/こ. 
4-88-88.

• 〈っかっあせさくぇかうしす. ╁けいさぇしす けす 22 
ょけ 45 かっす, こさけあうゃぇくうっ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃ-
しおけき. 〈さっぉけゃぇくうは: おけききせくうおぇぉっかぬ-
くけしすぬ, きけぉうかぬくけしすぬ, ゅさぇきけすくけしすぬ, 
けぉさぇいけゃぇくうっ くっ くうあっ しさっょくっ-しこっちう-
ぇかぬくけゅけ, けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, せきっくうっ 
さぇぉけすぇすぬ ゃ しさけお, くぇゃにおう さぇぉけすに し 
‶╉. ¨ぉはいぇくくけしすう: しゃけっゃさっきっくくぇは 
こけょゅけすけゃおぇ くけゃけしすっえ, すっおしすけゃ, うく-
すっさゃぬのうさけゃぇくうっ, さぇぉけすぇ ゃ おぇょさっ, 
けいゃせつうゃぇくうっ. ‶けかくぇは いぇくはすけしすぬ. 
╁けいきけあくけ けぉせつっくうっ. ‶さっょけしすぇゃかは-
っすしは こけかくにえ しけちこぇおっす, ゃにしけおぇは い/こ. 
4-88-88.

• ╁ ちった きはゅおけえ きっぉっかう すさっぉせのすしは 
けぉすはあつうおう. 8-912-24-77-646.

• ¨たさぇくくうおう. 8-953-00-41-102.

• ‶さけょぇゃっち ゃ き-く "╉せこぇゃぇ", ゅさぇ-
そうお 2/2. 8-922-60-48-045.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ こさけょぇあぇき. 
8-909-01-82-334.

• ╁けょうすっかぬ おぇす. "╁", "]" くぇ こけ-
しすけはくくせの さぇぉけすせ, い/こ たけさけてぇは. 
8-902-26-28-458.

• ¨たさぇくくうおう (あっく., きせあ.), ょう-
こかけき, おゃぇかうそうおぇちうは, さぇぉけすぇ ゃ 
′╀‶, こ. ╇いけこかうす. 266-29-48, 266-
29-97.

• ¨こっさぇすけさ ‶╉ ゃ けすょっか しぉにすぇ. 
8-909-01-61-095.

• «┿╁] 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けくすぇあくうおう ‶╁》 けおけく し け/さ, 
か/ぇ. 8-919-39-34-734.

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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┿

www.terra_ekb.ru

Òåïëè@û
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 ì

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014

[╄
╉╊

┿╋
┿╉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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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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┿╋
┿

┨〉『』╄╆‶╄!
どÜëâ, ÖíçÜ£,

ôñëÖÜ£ñ½, ÇëÜÖö, 
àñßñÖá, Üöïñç, 

ï¡í¿í, äñïÜ¡, 
Üäó¿

┷『[【╇′ ゃ‶『‶╄╆╄』〉》╄
┤『】╄[ぉ』′》〉╆╄〈′╉
8-922-11-87-787

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

┬┫┦┩┽┩┱┬┩ ┲ ┳┴┲┦┩┨┩┱┬┬ ┵┲┥┴┤┱┬╃ ┳┲ ┵┲┧┯┤┵┲┦┤┱┬╂ 
┰┩┵┶┲┳┲┯┲┪┩┱┬╃ ┧┴┤┱┬┺┿ ┫┩┰┩┯╀┱┲┧┲ ┷┻┤┵┶┮┤

╉ぇょぇしすさけゃにき うくあっくっさけき ¨¨¨ «¨┿╆╇]», 623701, ]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, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9 けそうし 109, oazisber@yandex.ru, すっか. 8 (34369) 
4-56-29, ¨╂[′ 1026600667840 ゃ けすくけてっくうう いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ し おぇょぇしすさけゃにき 
わ66:35:0104004:12 さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]ゃけぉけょに, 112. 
╁にこけかくはのすしは おぇょぇしすさけゃにっ さぇぉけすに こけ せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっき. せつ-おぇ.

╆ぇおぇいつおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは 〈けくおせてうく ╁ぇしうかうえ ╉けくしすぇくすうくけゃうつ, 
こさけあうゃぇのとうえ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]ゃけぉけょに, 112, すっか. 8-922-14-79-181.

]けぉさぇくうっ いぇうくすっさっしけゃぇくくにた かうち こけ こけゃけょせ しけゅかぇしけゃぇくうは きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに 
しけしすけうすしは こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし 109, 7 うのくは 2011 
ゅ. ゃ 10 つ. 00 き.

] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっき. せつ-おぇ きけあくけ けいくぇおけきうすしは こけ ぇょさっしせ: ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, けそうし 109.

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは け こさけゃっょっくうう しけゅかぇしけゃぇくうは 
きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 07 きぇは 2011 こけ 
07 うのくは 2011 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109. ]きっあくにっ 
いっきっかぬくにっ せつぇしすおう, し こさぇゃけけぉかぇょぇすっかはきう おけすけさにた すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ きっしすけこけかけあっくうっ 
ゅさぇくうちに: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╉うさけゃぇ, 119, おぇょ. わ 66:35:0104004:20.

‶さう こさけゃっょっくうう しけゅかぇしけゃぇくうは きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち こさう しっぉっ くっけぉたけょうきけ うきっすぬ 
ょけおせきっくす, せょけしすけゃっさはのとうえ かうつくけしすぬ, ぇ すぇおあっ ょけおせきっくすに け こさぇゃぇた くぇ いっき. せつぇしすけお.

[╄╉╊┿╋┿

¨¨¨ "′‶‶ "‶さけき[っしせさし",
うくそけさきうさせっす あうすっかっえ ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ け こかぇくうさせっきけき さぇいきっ-

とっくうう しおかぇょしおけえ ぉぇいに くっこさけょけゃけかぬしすゃっくくにた すけゃぇさけゃ ゃ ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおけき こけ せか. 』ぇこぇっゃぇ, 44.

]ゃけう いぇきっつぇくうは う こさっょかけあっくうは こさけしうき くぇこさぇゃかはすぬ こけ すっかっそけ-
くぇき 4-35-55 (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 
╀╂¨ ╉うくっゃけえ ¨. ╀.) う 8-922-135-22-20 (うしこけかくうすっかぬくにえ ょうさっお-
すけさ ¨¨¨ "′‶‶ "‶さけき[っしせさし").

[╄╉╊┿╋┿

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 

ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÒÎÐÔ.

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ È ÄÐ.

┨┲┵┶┤┦┮┤

8-902-44-37-373

[╄
╉╊

┿╋
┿
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〉』[╄╃╇〈╄╊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 66167. 〈うさぇあ 2885. ̈ 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.

╅うすっかう 2-3-ゅけ 
こけょなっいょけゃ くぇ せか. 
╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2!

╃ぇゃぇえすっ しねおけくけきうき 
けぉとっょけきけゃせの 

ねかっおすさけねくっさゅうの! 
¨ぉさぇとぇえすっしぬ こけ すっかっそけくせ 

4-79-43 
し こさけしぬぉけえ せしすぇくけゃうすぬ 

くぇ こっさゃけき ねすぇあっ 
ゃにおかのつぇすっかぬ けしゃっとっくうは 
こさっょかうそすけゃにた こかけとぇょけお.

[╄
╉╊

┿╋
┿

‖←′％＠◇← ￥☆△＄§〒＆◇ 
（●°§☆″◇ ｜°○％§◇ 
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§°●◎◇★°←▽％＠ はね┽＊＄◎％＄＠┿
Áóäü âñå âðåìÿ êðàñèâîé.
È äóøîé, è ñîáîé.
Áóäü âñå âðåìÿ ëþáèìîé.
È çèìîé, è âåñíîé.
Íå ñêëîíÿéñÿ ðÿáèíîé,
Åñëè áóäåò áåäà.
Áóäü âñå âðåìÿ ñ÷àñòëèâîé –
Â ýòîò äåíü è âñåãäà!

┐┑〞┏┚┈ └┍┊┍┃┇┊┛┌┇┉,┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ ┋〞┗┇┌┒, 
┎┊┇┑┚, ━〞┌┌┚, ┑┏┒─┚ ┇ ┑.┃. 

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

╀╄]‶╊┿〈′¨
ゃにゃっいっき う ゃにくっしっき

(343) 361-15-10

[╄
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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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‶けいょさぇゃかはっき!
╃けさけゅせの, かのぉうきせの

╅せおけゃせ ╋うかうちっの ╀けさうしけゃくせ
し くぇしすせこぇのとうき のぉうかっっき!

╃っすう, ゃくせおう, こさぇゃくせおう╃っすう, ゃくせおう, こさぇゃくせおう╃っすう, ゃくせおう, こさぇゃくせおう

‘◇●◎〒 ←′％＊＄＃ §＄●＄◎ ＊％▲〒 ●△°●◎〒＄┸
…％ ＆°★＊％ ℃○◇●◎％┸ §％ ☆￥§☆＃ ●＊＄£※┻
〇◇▲＄″§☆℃☆ ′☆℃°◎●◎″° ％ £￥☆○☆″〒↑

―＄＊°＄＠ ＠※ ☆◎ ″●＄＃ ￥◇▲％┿

С 85-E?LB?F IHA>J:<EY?F 
<?L?J:G: В?EBDHC ОL?Q?KL<?GGHC <HCGU

НBDBNHJH<M НBGM АJD:>V?<GM!

」０ ４Ｓ８ＳＰ ４Ｓ８ １Ａ４ｂＺ ４Ｓ８０が
」０ ｑ１ＦＮＡＡＰ ｑ１ＦＮＡＦく

＜Ｓ Ｚｍ ３ＸＡ Ｚ０ＬＤＡ ＰＳＮＳ８０が
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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. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, せ/こ, 33/18/7, 
5/5, おうさこ. 『. 1450 す.さ. 〈っか. 8-908-
91-03-795.
• せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 23, せ/こ, 33/18/6, 
5/5, おうさこ., つ/こ. 『. 1390 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. ]すさけうすっかっえ, 5, ぉさっゃっくつ., 
40/22/8, 1/2, ゃけょけくぇゅさっゃ. 『. 1100 
す.さ. 〈っか. 8-904-38-34-454.
• せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 9/3, きし, 
40/25/7, 5/5, こぇくっかぬ, つ/こ. 『. 1600 
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. 『. 2750 
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.
• こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 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. ╀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
• こけかょけきぇ, せか. ╉ぇさかぇ ╋ぇさおしぇ, ちっくすさ. 
けすけこかっくうっ, 3 おけきくぇすに, おせたくは, ゃけょぇ, 
6 しけす., くけゃ. ぉぇくは. ¨ぉきっく うかう こさけ-
ょぇき. 〈っか. 8-912-66-48-020.
• 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, 2 ねすぇあぇ, しおゃぇあうくぇ, 
ぉぇくは, すっこかうちぇ こけかうおぇさぉけく., しうゅ-
くぇか., 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, 50 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. 『. 2000 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. 〈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. 『. 2800 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. 
『. 2300 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. 『. 2800 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.

]′╇╋〉
• 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.
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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

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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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
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〈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.
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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

• しぇょ ゃ お/し わ56, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 
6 しけす. ゃ しけぉしす., かっすくうえ ょけきうお, 30 き2, 
しおゃぇあうくぇ, かっすく. ゃけょけこさけゃけょ, ゃに-
たけょ お ゃけょっ, せ かっしぇ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-908-91-03-795.
• 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.
╂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. ╂ぇゅぇさうくぇ, 3, 2/5, こぇくっかぬ, 
31/18/6, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく, さっ-
きけくす. 『. 1500 す.さ.
• 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. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 3, 3/5, こぇ-
くっかぬ, 42,6/26/6,7, 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. 『. 1770 す.さ.
• 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, 7, 1/9, おうさこうつ, 
77,3/47,4/14, し/せ さぇいょっか., しすっおかけこぇ-
おっすに, かけょあうは, さっきけくす. 『. 3200 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. 『. 3950 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

8-913-24-599-89

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.

┿しそぇかぬすうさけゃぇくうっ 
ょゃけさけゃにた せつぇしすおけゃ 

う こけょなっいょくにた 
こせすっえ

8-922-118-77-87

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿



╉〉‶╊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

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
• おけきくぇすぇ ゃ きぇかけしっきっえおっ しっおちうけく-
くけゅけ すうこぇ, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 82, おうさこ., 7/9, ぉぇかおけく 6 き, 
12,7 き2, し/せ くぇ ょゃっ おけきくぇすに, ゃぇくくぇは, 
しけしす. たけさ., いぇきっくっくぇ ねか. こさけゃけょおぇ, 
しすけはおう, かうそす, ょけきけそけく. 『. 900 す.さ.
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.
• せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, こぇくっかぬ, 5/5, 
43/28/7, おけきく. ういけかうさ. くぇ けょくせ しすけ-
さけくせ, しけしす. 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. 『. 2400 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.
╃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.

╁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.

]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.
• せか. ┿くせつうくぇ, 7, 4/4, S – 42,5 き2. 『. 
1700 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
• ちっくすさ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ねす., こ/
ぉかけお, ゃけょぇ う おぇくぇかうい. ちっくすさぇかぬくぇは, 
ゅぇい, ねか-ゃけ, せつ-お 6 しけす. 『. 4500 す.さ.
• 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

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

╁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. ╇しぇおけゃぇ, 22, 4/5, せ/こ, おうさこ., 
32/18/7, しけしす. くけさき., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 
『. 1650 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.
• せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 10┿, 1/5, おうさこ., 
せ/こ, くけゃにえ ょけき, けすか. さっきけくす, 
42/22/9,5. 〈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.
• 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.

¨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
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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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• 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.
• 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.
• 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.
╉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
• こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, せか. ╋.-
]うぉうさはおぇ, 7 しけす. いっき. ゃ しけぉしす., ゅぇい, 
ゃけょぇ, しすぇさにえ ょけき. 『. 1800 す.さ.
• 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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4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
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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.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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せか. ╇しぇおけゃぇ, 1.

〈っか. 8-912-208-70-34,
4-29-02

]╃┿╋
• 2-おけきく. おゃ., ′╀‶.
╋╄′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 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 
• せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 11, 5/5, 33/17/9, 
6 き ぉぇかおけく. 『. 1600 す.さ.
• 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. 
『. 1850 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. ╂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. 『. 1850 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.
╆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.

]╃┿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.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• せか. ]すさけうすっかっえ, 9, 32/17/6, こかぇ-
しすうお. しすっおかけこぇおっすに, ゃぇくくぇは – おぇ-
そっかぬ, ぉぇかおけく いぇしすっおかっく. 『. 1600 
す.さ. 〈けさゅ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
• 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. 
• こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 17 
しけす. しけぉしすゃ., ゅぇい, ねか-ゃけ. 『. 700 す.さ. 
〈っか. 8-902-26-02-030.
╂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.

• 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.

╉《』【╅╇[╅
すけさそ, くぇゃけい, 

つっさくけいっき, けこうか, 
とっぉっくぬ, けすしっゃ, 
こっしけお, しおぇかぇ, 

きさぇきけさくぇは おさけておぇ, 
】‶], ゅかうくぇ

8-904-38-78-067

ゃにゃけい きせしけさぇ, 
せしかせゅう しぇきけしゃぇかぇ

[╄╉╊┿╋┿
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┿′ «╀╂¨»
 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.
• ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ]せさうおけゃぇ, 31, 
3/9, 30/12/8,5, かけょあうは. 『. 2300 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. ╇しぇおけゃぇ, 16 しけす., ゃっすたうえ ょけきうお, 
こけしすさけえおう. 『. 2400 す.さ.
• 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.
• 2-おけきく. おゃ., せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, 
′╀‶, 3/5, つぇしすうつ. きっぉっかぬ, おけきくぇすに 
ゃぇゅけくつうおけき, させししおけえ しっきぬっ. 『. 14 
す.さ. + ねか-ゃけ.
• 2 しきっあくにっ おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., 
せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 1/5, ぉっい きっぉっかう, 
ょかうす. しさけお, させししおけえ しっきぬっ. 『. 8 す.さ. 
+ ねか-ゃけ.
]′╇╋〉
• 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.

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. 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 2 230 325 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 65/37/10 ëîäæèÿ 2 305 575 ð. ñäà÷à 2 êâ. 2012 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 8 9/9 62/33/10 ëîäæèÿ 2 176 075 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 2 644 025 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 2 400 000 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


