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ПО МУШКЕТЁРСКИМ ТРАДИЦИЯМ

『╇《[┿
] くぇつぇかぇ 2011 ゅけょぇ くぇ すっささうすけ-

さうう ╀╂¨ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 193 
つっかけゃっおぇ, こけおせしぇくくにた おかっとぇ-
きう. ぁすけ ゃにてっ しさっょくっきくけゅけかっす-

くっゅけ せさけゃくは ゃ すさう さぇいぇ! ‶さう 

ねすけき すけかぬおけ 25% こけしすさぇょぇゃ-
てうた (こけかけゃうくぇ – ょっすう) こさけてかう 
こけかくにえ おせさし しけけすゃっすしすゃせのとうた 
こさけそうかぇおすうつっしおうた こさうゃうゃけお. ] 
こけょけいさっくうっき くぇ ねくちっそぇかうす ゅけ-

しこうすぇかういうさけゃぇくけ ょゃぇ つっかけゃっおぇ.

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

〉 ╊ぃ╀¨╁╇ ╀けさうしけゃくに う ┿かっおしぇくょさぇ ╉けくしすぇくすうくけゃうつぇ ╉さけ-
たぇかっゃにた うい ]すぇさけこにてきうくしおぇ ゃけしっきぬ ょっすっえ う 12 ゃくせおけゃ. 

╁しっゅけ ゃ うた ょさせあくけえ しっきぬっ 30 つっかけゃっお. ]っえつぇし ぉけかぬてうっ ょうくぇ-
しすうう – さっょおけしすぬ. ╊のょう ぉけはすしは いぇゃけょうすぬ ょっすっえ. ′け こけつっきせ いょっしぬ 
さってうかうしぬ?

– ′っ いくぇの, – せょうゃかはっすしは しぇきぇ 
しっぉっ きぇすぬ-ゅっさけうくは. – ¨ おけかうつっ-
しすゃっ ょっすっえ きに くうおけゅょぇ くっ いぇ-
ょせきにゃぇかうしぬ. ╄とひ ぉぇぉぇ ┿くは ゅけ-
ゃけさうかぇ: «ゅょっ けょくぇ かけあおぇ, すぇき う 
ょっしはすぬ».

]きった, しかひいに う こっさっあうゃぇくうは ╉さけ-
たぇかっゃに ょっかはす くぇ ゃしった. ╁ こけしひかおっ 
しっきぬの いくぇのす う くぇいにゃぇのす しこかけつひく-
くけえ っょうくけえ おけきぇくょけえ. ╇ くっ いさは.

– ¨ょうく いぇ ゃしった う ゃしっ いぇ けょくけゅけ 
– ねすけ くぇて ょっゃうい, – せかにぉぇはしぬ, こさけ-

ういくけしうす ょっゃうい きせておっすひさけゃ たさぇくう-
すっかぬくうちぇ しっきっえくけゅけ けつぇゅぇ.

– ╁しっ こさぇいょくうおう きに こさけゃけょうき 
ゃきっしすっ, ゃ ょけきっ せ さけょうすっかっえ: ′け-
ゃにえ ゅけょ, [けあょっしすゃけ, ょくう さけあょっ-
くうは... ′う せ おけゅけ ょぇあっ ゃけこさけしぇ くっ 
ゃけいくうおぇっす, ゅょっ ぉせょっき けすきっつぇすぬ, – 
さぇししおぇいにゃぇっす ょけつぬ ′ぇょっあょぇ.

╄しかう ゃいゅさせしすくひすしは, ╊のぉけゃぬ ╀け-
さうしけゃくぇ ょけしすぇひす うい しっきっえくけゅけ 
ぇさたうゃぇ ゃうょっけいぇこうしう しけ しゃけっゅけ 

のぉうかっは う のぉうかっは きせあぇ. ╂ょっ ゃしっ 
ゃけしっきぬ ょっすっえ うしこけかくはのす ょかは さけ-
ょうすっかっえ こっしくう しけぉしすゃっくくけゅけ しけ-
つうくっくうは くぇ きけすうゃに «╋うかかうけくぇ 
ぇかにた さけい» う «╋ぇか-こけきぇかせ» ┿かかに 
‶せゅぇつひゃけえ. 

╉しすぇすう, しけつうくっくうっ こっしっく う しすう-
たけゃ しすぇかけ すさぇょうちうっえ ╉さけたぇかっゃにた: 
くぇおぇくせくっ おぇあょけえ いくぇきっくぇすっかぬくけえ 
ょぇすに けくう せしすさぇうゃぇのす «きけいゅけゃけえ 
かうさうつっしおうえ てすせさき». 

╃させゅけえ しっきっえくにえ さうすせぇか – しけ-
ゃきっしすくにっ けぉっょに う せあうくに. ╁しっ しに-
くけゃぬは さぇぉけすぇのす ゃ こけしひかおっ, さはょけき 
し さけょうすっかぬしおうき ょけきけき, こけねすけきせ 
ゃ こけかょっくぬ しけぉうさぇのすしは せ きぇきに いぇ 
けぉとうき しすけかけき. ╁くせおう うい ておけかに 
う ょっすしおけゅけ しぇょぇ すけあっ いぇぉっゅぇのす お 
ぉぇぉせておっ くぇ せゅけとっくうっ. 

╊っすけき ╊のぉけゃぬ ╀けさうしけゃくぇ う 
┿かっおしぇくょさ ╉けくしすぇくすうくけゃうつ こせすっ-
てっしすゃせのす ゃきっしすっ し ょっすぬきう. ╃ゃぇ 
ゅけょぇ くぇいぇょ くぇ きぇてうくぇた っいょうかう ゃ 
]ぇきぇさせ お さけょしすゃっくくうおぇき. ′っ さぇい 
くけつっゃぇかう ゃ こぇかぇすおぇた くぇ つっかはぉうく-
しおうた けいひさぇた. 

╇くけゅょぇ ょさせあくぇは しっきぬは こけきけゅぇ-
っす ╊のぉけゃう ╀けさうしけゃくっ しけぉうさぇすぬ 
こぇいかに. ぁすけ っひ せゃかっつっくうっ. ╉けゅょぇ 
さうしせくけお ゅけすけゃ, おぇさすうくおせ ぇおおせさぇす-
くけ こさけおかっうゃぇのす う ゃってぇのす くぇ しすっ-
くせ. ]っゅけょくは ょけき せおさぇてぇっす けおけかけ 
ょっしはすおぇ ゃっしひかにた くぇぉけさけゃ, しけしすぇゃ-
かっくくにた うい すにしはつ きっかおうた ょっすぇかっえ. 
╁くせおう ぉぇぉせておうくけ «さっきっしかけ» こっ-
さっくはかう: しおかぇょにゃぇのす きけいぇうおせ くぇ-
こっさっゅけくおう.  

╁ しっきぬっ せゃっさっくに: ょけぉさにっ すさぇょう-
ちうう – ょさせあぉぇ, せゃぇあっくうっ, ょけゃっさうっ 
ょさせゅ お ょさせゅせ, ゅけすけゃくけしすぬ こさうえすう くぇ 
こけきけとぬ, おけすけさにっ こさけはゃかはのす しすぇさ-
てうっ «きせておっすひさに», こさけょけかあうす う 
うた きかぇょてっっ こけおけかっくうっ. 

′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
┳┴┲┶┩┵┶ ┲┶┳┴┤┦┬┯┵╃ ┮ ┻┬┱┲┦┱┬┮┤┰ 

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
╉ぇお きに う けぉっとぇかう, こけしかっ きぇえしおうた こさぇいょくうおけゃ ‶さけ-

すっしす あうすっかっえ ╀っさひいけゃしおけゅけ こさけすうゃ せすうかういぇちうう せしすぇ-
さっゃてうた ぉけっこさうこぇしけゃ くぇ こけかうゅけくっ «╉さぇしくにえ ┿ょせえ», 
こけょおさっこかひくくにえ こけょこうしはきう, けすこさぇゃうかしは お ぇょさっしぇ-
すぇき: ゅせぉっさくぇすけさせ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ┿かっおしぇくょさせ 
╋うてぇさうくせ, こけかくけきけつくけきせ こさっょしすぇゃうすっかの こさっいうょっく-
すぇ [《 ゃ 〉さ《¨ ′うおけかぇの ╁うくくうつっくおけ う おけきぇくょせのとっきせ 
ゃけえしおぇきう 『っくすさぇかぬくけゅけ ゃけっくくけゅけ けおさせゅぇ ╁かぇょうきうさせ 
』うさおうくせ.  

′ぇ こさけすはあっくうう くっしおけかぬおうた きっしはちっゃ きに けぉとぇかうしぬ 
し あうすっかはきう, こけしすさぇょぇゃてうきう けす ゃいさにゃけゃ, しけぉうさぇかう 

こけょこうしう. ぁすけす ねすぇこ いぇおけくつっく, う すっこっさぬ きに ゃきっしすっ し 
つうすぇすっかはきう ぉせょっき あょぇすぬ けすゃっすぇ つうくけゃくうおけゃ. 

〈っき ゃさっきっくっき こけしひかおう こさけょけかあぇっす すさはしすう. ╊うかうは 
╉さぇゃっち, あうすっかぬくうちぇ ╉っょさけゃおう, せあっ せしすぇかぇ あょぇすぬ 
こさっおさぇとっくうは ぉけっゃにた ょっえしすゃうえ: 

– ╉ぇお ゃいさにゃぇかう, すぇお う ゃいさにゃぇのす, – あぇかせっすしは けくぇ. 
– ]っえつぇし ねたけ しかにてうき くっ おぇあょにえ ょっくぬ, くけ ょけきぇ しすぇかう 
ょさけあぇすぬ っとひ しうかぬくっっ: ぉせょすけ いぇ しこうくけえ おすけ-すけ おせ-
ゃぇかょけえ ぉぬひす. ╇くけゅょぇ いぇきっすくけ しくうあぇのす きけとくけしすぬ, 
ゅけゃけさはす, つすけ ねすけ しゃはいぇくけ し こさうっいょけき こさけゃっさはのとうた 
おけきうししうえ.

‶¨╃‶╇]╉┿–2011
ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ – 
ПОЛУЧАЙТЕ СКИДКИ
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
«╉すけ たけょうす ゃ ゅけしすう こけ せすさぇき, 

すけす こけしすせこぇっす きせょさけ», – ゅけゃけさうか 
╁うくう-‶せた. ╁くっ いぇゃうしうきけしすう けす 
すけゅけ, こさうょひすっ ゃに お くぇき ゃ さっょぇおちうの 
せすさけき, ょくひき うかう ゃっつっさけき – こけしすせ-
こうすっ ゃしひ さぇゃくけ きせょさけ. ‶けすけきせ つすけ 
すけかぬおけ ゃ くぇてっき けすょっかっ さっおかぇきに 
ゃぇき きけゅせす こさっょかけあうすぬ ゃっしけきせの 
しおうょおせ くぇ こけかせゅけょけゃせの こけょこうしおせ: 
けくぇ けぉけえょひすしは ゃぇき ゃしっゅけ ゃ 330 させ-
ぉかっえ 10 おけこっっお ゃきっしすけ 380 させぉかっえ 
10 おけこっっお, おけすけさにっ ゃに いぇこかぇすうすっ 
こさう けそけさきかっくうう こけょこうしおう くぇ こけ-
つすっ. ぁすけ いぇきぇくつうゃけっ こさっょかけあっくうっ 
ょっえしすゃせっす ょけ おけくちぇ きぇは. 〈ぇおあっ ょけ 
かっすぇ ゃに きけあっすっ こけょこうしぇすぬしは くぇ 
╀[ ぉっい ょけしすぇゃおう いぇ 250 させぉかっえ, 
しすけかぬおけ あっ いぇ ねおいっきこかはさ いぇこかぇすはす 
おけかかっおすうゃくにっ こけょこうしつうおう, っしかう 
せしこっのす こけしすせつぇすぬしは ゃ ょゃっさう けすょっ-
かぇ さっおかぇきに ょけ うのくは.

╆ぇえょは お くぇき くぇ けゅけくひお, ゃに きけあっ-
すっ くっ すけかぬおけ けそけさきうすぬ こけょこうしおせ, 
くけ う こけけぉとぇすぬしは し あせさくぇかうしすぇきう, 
さぇししおぇいぇすぬ うき け ゃけかくせのとうた ゃぇし 
こさけぉかっきぇた う こけかせつうすぬ こけきけとぬ ゃ 
うた さってっくうう. ╋に あょひき ゃぇし ゃ さっ-
ょぇおちうう «╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ» 
こけ ぇょさっしせ せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9, し 
こけくっょっかぬくうおぇ こけ つっすゃっさゅ し 8:00 ょけ 
18:00 う ゃ こはすくうちせ ょけ 17:00.

17 きぇは さっょぇおちうは ╀[ こさけゃけ-
ょうす こけょこうしおせ ゃ こ. ]ぇさぇこせかおっ. 
╁にこうしぇすぬ ゅぇいっすせ こけ かぬゅけすくけえ 
ちっくっ きけあくけ ゃ こけつすけゃけき けすょっ-
かっくうう し 14 ょけ 16 つぇしけゃ. 

[╄╉╊┿╋┿
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НОВАЯ СПОРТПЛОЩАДКА
╁ ′¨╁¨╀╄[┱╆¨╁]╉¨╋ きうおさけさぇえけくっ こけ ぇょさっしせ せか. ]きうさくけ-

ゃぇ, 3ぇ, ゃけいかっ ╋¨〉 かうちっえ わ3 «┿かぬはくし» ゃ しっくすはぉさっ ねすけゅけ 
ゅけょぇ 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 くけゃけえ せくうゃっさしぇかぬくけえ 
しこけさすうゃくけえ こかけとぇょおう. 《うくぇくしうさけゃぇすぬしは こさけっおす ぉせょっす  いぇ 
しつひす しさっょしすゃ けぉかぇしすくけゅけ う きっしすくけゅけ ぉのょあっすけゃ.

′ぇ こかけとぇょおっ さぇしこけかけあぇすしは そせすぉけかぬくけっ こけかっ し うしおせししすゃっくくにき こけ-
おさにすうっき, ゃ しっおすけさぇた: ゃけかっえぉけかぬくぇは こかけとぇょおぇ, しすさうすぉけかぬくぇは こかけとぇょ-
おぇ, こさにあおけゃぇは はきぇ, –  こけ こっさうきっすさせ こかけとぇょおう – ぉっゅけゃぇは ょけさけあおぇ. 
┿ょきうくうしすさぇちうは ゅけさけょぇ こぇさぇかかっかぬくけ さってぇっす ゃけこさけし こけ けゅさぇあょっくうの 
すっささうすけさうう かうちっは.

╉けきこかっおし ぉせょっす さぇぉけすぇすぬ し 8:00 ょけ 22:00 つぇしけゃ. ╆ぇくはすぬしは そういうつっ-
しおけえ おせかぬすせさけえ う しこけさすけき しきけゅせす ゃしっ あっかぇのとうっ あうすっかう ╀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, しこけさすしきっくに ゅけさけょしおうた しこけさすうゃくにた しっおちうえ. 〉つぇ-
とうきしは かうちっは こけゃっいかけ ぉけかぬてっ けしすぇかぬくにた, すぇお おぇお せさけおう そういおせかぬすせさに 
ょかは くうた ぉせょせす こさけたけょうすぬ くぇ くけゃけえ こかけとぇょおっ. ┿ せつぇとうっしは ょさせゅうた ておけか 
しきけゅせす こけしっとぇすぬ おけきこかっおし ゃ しゃけぉけょくけっ けす せさけおけゃ ゃさっきは.  〈ぇおあっ くぇ 
こかけとぇょおっ こかぇくうさせっすしは こさけゃっょっくうっ しこけさすうゃくにた きっさけこさうはすうえ. 

[ぇぉけすに こけ しすさけうすっかぬしすゃせ くぇつくせすしは し しっさっょうくに うのくは, こけしかっ いぇゃっさ-
てっくうは ゃにこせしおくにた ねおいぇきっくけゃ. ╁ いけくせ しすさけうすっかぬしすゃぇ こけこぇょぇのす 17 しけ-
しっく. [ぇいさってっくうっ くぇ ゃにさせぉおせ いっかひくにた くぇしぇあょっくうえ くぇ すっささうすけさうう こかけ-
とぇょおう ゃにょぇくけ させおけゃけょしすゃせ かうちっは. ]けゅかぇしくけ ねすけきせ あっ さぇいさってっくうの くぇ 
かうちっえ ゃけいかけあっくけ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ すっささうすけさうう こけしかっ しすさけうすっかぬしすゃぇ う 
こけしぇょおぇ ょっさっゃぬっゃ. ‶けょゅけすけゃおぇ しすさけうすっかぬくけえ こかけとぇょおう こさっょこけかぇゅぇっす 
う ょっきけくすぇあ しすぇさにた ゅぇさぇあっえ.

╋くっくうは あうすっかっえ, いぇきっつぇくうは う おけくしすさせおすうゃくにっ こさっょかけあっ-
くうは こさうくうきぇのすしは ゃ こうしぬきっくくけき ゃうょっ こけ ぇょさっしせ 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
9, お. 401. ]ゃけひ けぉさぇとっくうっ ゃに すぇおあっ きけあっすっ くぇこさぇゃうすぬ くぇ 
ねかっおすさけくくせの こけつすせ: pressa@admbgo.ru.

╉¨[¨〈╉¨
ВЫСТУПАЮТ ДЕТИ 
19 きぇは ゃ 18:00 ゃ ╃╉ «]けゃさっきっく-

くうお» こさけえょひす けすつひすくにえ おけくちっさす 
きせいにおぇかぬくけゅけ けすょっかっくうは ╃【╇ わ2. 
╆さうすっかう せしかにてぇす ゃにしすせこかっくうっ のくにた 
こうぇくうしすけゃ, ゅうすぇさうしすけゃ, ゃけおぇかうしすけゃ, 
たけさけゃ: きくけゅうっ うい くぇつうくぇのとうた ぇさすう-
しすけゃ せあっ はゃかはのすしは かぇせさっぇすぇきう う ょう-
こかけきぇくすぇきう けぉかぇしすくにた, さっゅうけくぇかぬ-
くにた う きっあょせくぇさけょくにた おけくおせさしけゃ.  

ВЫСТАВКА ВЕТЕРАНА
╁ 『っくすさぇかぬくけえ ゅけさけょしおけえ ぉう-

ぉかうけすっおっ 19 きぇは ゃ 11:00 しけしすけうすしは 
けすおさにすうっ ゃにしすぇゃおう しぇきけょっはすっかぬ-

くけゅけ たせょけあくうおぇ, ゃっすっさぇくぇ ╁っかう-
おけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに ╇ゃぇくぇ 
╇ゃぇくけゃうつぇ ╉さうゃうかひゃぇ. ╉ぇさすうくに 
こさけぉせょせす ゃ ぉうぉかうけすっおっ ょけ 2 うのくは. 

ОТЧЁТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
《けくょ «╀かぇゅけ» こけょゃひか うすけゅう 

しゃけっえ さぇぉけすに いぇ 2010 ゅけょ. ╀かぇゅけ-
すゃけさうすっかう いぇこせしすうかう こはすぬ しけちう-
ぇかぬくけ いくぇつうきにた こさけっおすけゃ, こさけゃっ-
かう ぇおちうの «Terra Libera ょっすはき» う  
おけくおせさし ゅさぇくすけゃ.  ¨いくぇおけきうすぬしは し 
うすけゅぇきう かのぉけえ あっかぇのとうえ きけあっす 
くぇ しぇえすっ www.fond-blago.ru.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿
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ÇÎËÎÒÎÉ ÝÑÒÀÔÅÒÍÛÉ ÇÀÏËÛÂ
╁かぇょうしかぇゃ ‶╄〈[¨╁, すさっくっさ ╃ぃ]【

╁‶╄[╁｠╄ いぇ ょけかゅうっ ゅけょに ねしすぇそっすくにえ いぇこかにゃ くぇ ょうしすぇくちうう 
4た200 き くぇ こっさゃっくしすゃっ [けししうう しすぇか いけかけすにき ょかは しぉけさくけえ 

]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.
′ぇ こさけてっょてっき ゃ ゅ. ╀ぇかぇおけゃけ し 

すさっすぬっゅけ こけ しっょぬきけっ きぇは そうくぇかっ 
こっさゃっくしすゃぇ [けししうう こけ こかぇゃぇくうの 
ゃ かぇしすぇた せつぇとうっしは ぉっさひいけゃしおけえ 
╃ぃ]【 いぇゃけっゃぇかう 13 きっょぇかっえ, ょっ-
しはすぬ うい おけすけさにた – ゃにしてっえ こさけぉに. 
‶けぉっょくぇは あっ ねしすぇそっすぇ くぇ しつっすせ ╄ゃ-
ゅっくうは ]きうさくけゃぇ (かうちっえ わ7), ╃きう-
すさうは ╊せおぬはくけゃうつぇ (]¨【 わ23), ╁ぇ-
かっくすうくぇ ╉かっししけ (¨〉 わ33) う ╂っけさゅうは 
╁かぇしけゃぇ (しすせょっくす すったくうおせきぇ). ′ぇてう 
しこけさすしきっくに ぉにかう かうょっさぇきう う ゃ うく-
ょうゃうょせぇかぬくにた ゃうょぇた こさけゅさぇききに. 
〈ぇお, ╄. ]きうさくけゃ くっ けしすぇゃうか てぇくしけゃ 
しけこっさくうおぇき くぇ ょうしすぇくちうはた 400, 800 

う 1500 き ゃ かぇしすぇた. ¨かぬゅぇ ╉けさっくっゃ-
しおぇは こっさゃっくしすゃけゃぇかぇ くぇ ょうしすぇくちうはた 
50 き くにさはくうっ, 50 う 200 き ゃ おかぇし-
しうつっしおうた かぇしすぇた う ゃいはかぇ しっさっぉさけ くぇ 
しすけきっすさけゃおっ ゃ «おかぇししうおっ», せしすせこうゃ 
ょゃっ しけすにっ  しっおせくょに いけかけすけきせ こさう-
いひさせ. ╂っけさゅうえ ╁かぇしけゃ ょゃぇあょに こけょ-
くうきぇかしは くぇ ゃすけさせの しすせこっくぬおせ こぬっ-
ょっしすぇかぇ こけつひすぇ, けすかうつうゃてうしぬ くぇ 
ょうしすぇくちうはた 50 き くにさはくうっ う 100 き 
こけょゃけょくけゅけ こかぇゃぇくうは. 

‶け うすけゅぇき しけさっゃくけゃぇくうえ, しけぉさぇゃ-
てうた 230 こかけゃちけゃ うい 21 しせぉなっおすぇ 
[けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう, しそけさきうさけ-
ゃぇくぇ しぉけさくぇは しすさぇくに ょかは ゃにしすせ-

こかっくうは ゃ うのかっ くぇ こっさゃっくしすゃっ ╄ゃさけ-
こに ゃ ╁っくゅさうう. ╁ おけきぇくょせ ゃけてかう ゃしっ 
くぇてう すさう きっょぇかうしすぇ – ╄. ]きうさくけゃ, 
╂. ╁かぇしけゃ, ¨. ╉けさっくっゃしおぇは.

«╆けかけすぇは» ねしすぇそっすくぇは 
おけきぇくょぇ ぉっさっいけゃつぇく

ぁ》¨ ‶[┿╆╃′╇╉┿
ЗАБЫЛИ ВСТРЕТИТЬ

9 きぇは ょっくぬ ぉにか たけさけてうえ, しけかくっつくにえ. ]けぉうさぇはしぬ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ くぇ きうすうくゅ, ょせてぇ しかけゃくけ こっかぇ, さぇょけゃぇかぇしぬ っとひ 
けょくけえ ‶けぉっょくけえ ゃっしくっ. ╁っすっさぇくぇき うい ′けゃけぉっさひいけゃしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ いぇさぇくっっ しけけぉとうかう, つすけ ゃ 8:30 けす ╃╉ «]けゃさっ-
きっくくうお» ゃにっいあぇのす ぇゃすけぉせしに, おけすけさにっ くぇこさぇゃはすしは くぇ 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, ゅょっ ぉせょせす しそけさきうさけゃぇくに 
おけかけくくに そさけくすけゃうおけゃ. 〉つぇしすくうおう ゃけえくに, すさせあっくうおう すにかぇ – ゃしっ こけょけてかう ゃ くぇいくぇつっくくけっ ゃさっきは う きっしすけ う, おぇお ゅけゃけ-
さうすしは, ぉにかう こさう こけかくけき こぇさぇょっ. ′け けさゅぇくういぇすけさに こさぇいょくうおぇ – せこさぇゃかっくうっ おせかぬすせさに – きくっ おぇあっすしは, しけゃしっき くっ こけょ-
ゅけすけゃうかうしぬ お ゃしすさっつっ ゅっさけっゃ. ╁うすさうくに ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» ぉにかう いぇしすぇゃかっくに とうすぇきう けぉ けつっさっょくけえ さぇしこさけょぇあっ. ′う 
ぉぇくくっさぇ おけ ╃くの ‶けぉっょに, くう さぇしすはあおう し こけいょさぇゃかっくうっき くっ こけょゅけすけゃうかう. ╁ こさけてかにっ ゅけょに し せすさぇ こけさぇくぬてっ うい ╃ゃけさちぇ 
おせかぬすせさに さぇいょぇゃぇかうしぬ ゃけっくくにっ こっしくう, きっかけょうう こさっあくうた かっす. ┿ ゃ ねすけき ゅけょせ, おぇお けすゃっすうかう くぇき ゃ ょけしせゅけゃけき ちっくすさっ, 
きせいにおう くっ ぉにかけ «ゃ ちっかはた ねおけくけきうう». 》けすは しぉけさ ゃっすっさぇくけゃ こさけょかうかしは ゃしっゅけ-すけ 30 きうくせす! ╁さっきは ょけ けすなっいょぇ くぇ きうすうくゅ 
こさけてかけ けつっくぬ せくにかけ: ゃっすっさぇくに くっきくけゅけ こけしすけはかう せ ゃたけょぇ ゃ ╃╉, けあうょぇは, おけゅょぇ こけょけえょせす けしすぇかぬくにっ, きけかつぇ しっかう ゃ 
ぇゃすけぉせし う ゃ こけかくけえ すうてうくっ こけったぇかう くぇ こさぇいょくうお. ′ぇしすさけっくうっ, おけくっつくけ, ぉにかけ せあっ くっ すけ. 》けさけてけ, つすけ ゃ ╀っさひいけゃしおけき 
ゃしひ こさけてかけ くぇ しかぇゃせ. ′け せおけか ゃ しっさょちっ ゃっすっさぇくに ′けゃけぉっさひいけゃしおけゅけ ゃしひ あっ こけつせゃしすゃけゃぇかう.

╊のょきうかぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ 】ぇこけゃぇ, ゃっすっさぇく ╁¨╁, あうすっかぬくうちぇ ′╀‶
╋くっくうっ つうすぇすっかぬくうちに こさけおけききっくすうさけゃぇかぇ 

ょうさっおすけさ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» ╊のちうは 《ぇぇそぇすけゃ-
くぇ [っいゃぇくけゃぇ:

– ╊のょきうかぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ こさぇゃぇ ぇぉしけかのすくけ ゃけ ゃしひき. ╇ 
ょけしすけえくせの ゃしすさっつせ ゃっすっさぇくけゃ, う きせいにおせ, う こさぇいょくうつくにえ 
とうす きけあくけ ぉにかけ けさゅぇくういけゃぇすぬ. ′け きに こさけしすけ-くぇこさけしすけ 
くっ いくぇかう, つすけ しぉけさ せつぇしすくうおけゃ きうすうくゅぇ しけしすけうすしは せ «]け-
ゃさっきっくくうおぇ», すぇお おぇお ゃ こさけてかけき ゅけょせ ねすけゅけ くっ ぉにかけ. 
╋っくは ゃにてっしすけはとっっ させおけゃけょしすゃけ – ゅけさけょしおけえ おせかぬすせさくけ-
ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ – けすこせしすうかけ くぇ ゃにたけょくけえ, けしすぇかぬくけえ 
こっさしけくぇか ╃╉ いぇょっえしすゃけゃぇかう ゃ ╀っさひいけゃしおけき くぇ きうすうくゅっ.

ぁすけ, ょっえしすゃうすっかぬくけ, くけくしっくし, つすけ ゃ ′けゃけぉっさひ-
いけゃしおけき くうつっゅけ くっ こさけうしたけょうかけ. ╁けいきけあくけ, ねすけ う 
きけは ゃうくぇ. ′け ぉさぇすぬ くぇ しっぉは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, こさけ-
はゃかはすぬ うくうちうぇすうゃせ, は くっ きけゅせ, すぇお おぇお くぇて ╃ゃけさっち 
おせかぬすせさに – ねすけ ゃしっゅけ かうてぬ うしこけかくうすっかぬくけっ いゃっくけ 
ゃ くけゃけえ しうしすっきっ せこさぇゃかっくうは おせかぬすせさに. ′ぇ けさゅぇ-
くういぇちうの う こさけゃっょっくうっ こさぇいょくうおぇ くせあくに そうくぇく-
しに, ぇ せ ╃╉ うた くっす. ╁しっ ょっくっあくにっ ゃけこさけしに さってぇっす 
くぇつぇかぬしすゃけ. ╅ぇかぬ, つすけ きに こけょこけさすうかう こさぇいょくうお 
ゃっすっさぇくぇき. ╃せきぇの, ゃ しかっょせのとっき ゅけょせ きに こけょゅけすけ-
ゃうきしは おぇお しかっょせっす.

¨]〈¨[¨╅′¨!

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – ЛАКОМЫЙ КУСОК
╄かっくぇ ╊〉╉をぅ′』╄′╉¨, いぇきっしすうすっかぬ くぇつぇかぬくうおぇ せこさぇゃかっくうは ‶っくしうけくくけゅけ そけくょぇ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき

〈¨╊を╉¨ ゃ ねすけき ゅけょせ 145 ぉっさひいけゃしおうた しっきっえ けぉさぇすうかうしぬ 
ゃ ‶っくしうけくくにえ そけくょ いぇ こけかせつっくうっき しっさすうそうおぇすぇ くぇ きぇ-

すっさうくしおうえ おぇこうすぇか. 46 けぉかぇょぇすっかっえ すぇおけゅけ しっさすうそうおぇすぇ うし-
こけかぬいけゃぇかう っゅけ くぇ こけゅぇてっくうっ うこけすっおう うかう おさっょうすぇ くぇ こさう-
けぉさっすっくうっ おゃぇさすうさに. 〈け っしすぬ, ぉけかっっ すさひた きうかかうけくけゃ させぉかっえ 
╋]╉ くぇ こっさゃけっ きぇは ぉにかけ うしこけかぬいけゃぇくけ くぇ せかせつてっくうっ あう-
かうとくにた せしかけゃうえ. 

¨ょくぇおけ, ゅょっ ょっくぬゅう う おゃぇさすうさに, 
すぇき う けこぇしくけしすぬ きけてっくくうつっしすゃぇ. ╁ 
しさっょしすゃぇた きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう 
ぇゅっくすしすゃぇ くっょゃうあうきけしすう う うくにっ 
おけきこぇくうう さっゅせかはさくけ こせぉかうおせのす 
さっおかぇきせ けぉ けぉくぇかうつうゃぇくうう しっさすう-
そうおぇすけゃ, さぇぉけすっ し きぇすっさうくしおうき おぇ-
こうすぇかけき. ┿ くぇしおけかぬおけ ねすけ いぇおけくくけ? 

‶っくしうけくくにえ そけくょ [《 くぇこけきう-
くぇっす, つすけ かのぉにっ したっきに 
けぉくぇかうつうゃぇくうは きぇすっさうく-
しおけゅけ おぇこうすぇかぇ はゃかはのすしは 
くっかっゅうすうきくにきう. ╋ぇすっさうく-
しおうえ (しっきっえくにえ) おぇこうすぇか  
– きっさぇ こけょょっさあおう さけし-
しうえしおうき しっきぬはき, ゃ おけすけ-
さにた こけしかっ こっさゃけゅけ はくゃぇさは 
2007 ゅけょぇ さけょうかしは ゃすけさけえ 
うかう こけしかっょせのとうえ さっぉひ-
くけお. ‶さうひき いぇはゃかっくうえ くぇ 
ゃにょぇつせ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
しっさすうそうおぇすぇ くぇ ╋]╉, さぇし-
こけさはあっくうっ うき, ぇ すぇおあっ 
こっさっつうしかっくうっ ょっくっあくにた 
しさっょしすゃ けしせとっしすゃかはっすしは 
すけかぬおけ ‶っくしうけくくにき そけく-
ょけき. ╆くぇつうす, ょかは こけょぇつう ょけおせ-
きっくすけゃ くっけぉたけょうきけ けぉさぇとぇすぬしは ゃ 
すっささうすけさうぇかぬくけっ せこさぇゃかっくうっ ‶《 
こけ きっしすせ あうすっかぬしすゃぇ. ]さっょしすゃぇ 
╋]╉ くっ こっさっょぇのすしは ゃ ゃうょっ くぇ-
かうつくにた ょっくっゅ, ぇ こっさっつうしかはのすしは 
ゃ ぉっいくぇかうつくけえ そけさきっ ょかは こけかせ-
つっくうは けぉさぇいけゃぇくうは ょっすっえ, うかう 
くぇおけこうすっかぬくけえ つぇしすう こっくしうう きぇ-
すっさう, うかう せかせつてっくうっ あうかうとくにた 
せしかけゃうえ しっきぬう. 

╇すぇお, しっゅけょくは きに ゅけゃけさうき け あう-
かぬっ. ╆ぇおけくけき け きぇすっさうくしおけき おぇこう-
すぇかっ けゅけゃけさっくけ, つすけ くぇこさぇゃかはすぬ 
しさっょしすゃぇ ゃけいきけあくけ こさう ょけしすうあっ-
くうう ゃすけさにき (すさっすぬうき) さっぉひくおけき 
すさひた かっす. ′け っしかう しっきぬは ゃいはかぇ 
うこけすっおせ うかう おさっょうす くぇ こけおせこ-
おせ おゃぇさすうさに うかう しすさけうすっかぬしすゃけ 
ょけきぇ, すけ こけゅぇしうすぬ いぇひき きけあくけ くっ 

ょけあうょぇはしぬ すさひたかっすうは きぇかにてぇ. 
]っゅけょくは こさけちっょせさぇ けそけさきかっくうは 
しっさすうそうおぇすぇ くぇ ╋]╉ う さぇしこけさは-
あっくうは ねすうきう しさっょしすゃぇきう きぇおしう-
きぇかぬくけ せこさけとっくぇ. ╉さけきっ すけゅけ, 
しけおさぇとっくに しさけおう こっさっつうしかっくうは 
ょっくっゅ: こさう こけかけあうすっかぬくけき さってっ-
くうう せこさぇゃかっくうは ‶《 きぇすっさうくしおうえ 
おぇこうすぇか ぉせょっす こっさっつうしかっく せあっ 
つっさっい ょゃぇ きっしはちぇ こけしかっ こけょぇつう 
いぇはゃかっくうは. ′ぇこけきくの つうすぇすっかはき, 

つすけ し こさけてかけゅけ ゅけょぇ こけはゃうかうしぬ 
くけゃにっ ゃぇさうぇくすに うしこけかぬいけゃぇくうは 
しさっょしすゃ ╋]╉, くぇこさぇゃかっくくにっ くぇ 
せかせつてっくうっ あうかうとくにた せしかけゃうえ, – 
ねすけ しすさけうすっかぬしすゃけ, さっおけくしすさせおちうは 
うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ あうかぬは ぉっい こさう-
ゃかっつっくうは しすさけうすっかぬくけえ けさゅぇくういぇ-
ちうう うかう こけかせつっくうっ おけきこっくしぇちうう 
いぇ ゃけいゃっょっくうっ う さっしすぇゃさぇちうの すぇ-
おけゅけ けぉなっおすぇ. 

╁にさけし う さぇいきっさ きぇすっさうくしおけゅけ 
おぇこうすぇかぇ: し こっさゃけゅけ はくゃぇさは 2011 
ゅけょぇ けく しけしすぇゃかはっす せあっ ぉけかっっ 365 
すにしはつ させぉかっえ. ′╃《╊ し きぇすっさうく-
しおけゅけ おぇこうすぇかぇ こかぇすうすぬ くっ くぇょけ. 
╂かぇゃくけっ, こけきくうすぬ, つすけ こさぇゃけ くぇ 

╋]╉ ょぇひすしは すけかぬおけ けょうく 
さぇい, う ゃけしこけかぬいけゃぇすぬしは 
うき くぇょけ し せきけき, つすけぉに 
こけすけき くっ ぉにかけ けぉうょくけ いぇ 
こけすさぇつっくくにっ ょっくぬゅう. [う-
ねかすけさに すけあっ くっ ぉっい  うくすっ-
さっしぇ けすしかっあうゃぇのす しうすせぇ-
ちうの. ╁ しけしっょくうた ゅけさけょぇた 
くぇ うた せょけつおせ こけこぇかぇしぬ くっ 
けょくぇ くっぉかぇゅけこけかせつくぇは 
しっきぬは, しおぇあっき, いぇょけかあぇゃ-
てぇは けゅさけきくにっ しせききに こけ 
╅╉-せしかせゅぇき. ′ぇょっっきしは, 
つすけ ぉういくっしきっくに くっ こっさっ-
しすせこはす いぇおけく, ぇ けぉかぇょぇすっ-
かう しっさすうそうおぇすけゃ くっ さぇい 
こさけおけくしせかぬすうさせのすしは しけ 

しこっちうぇかうしすぇきう ‶っくしうけくくけゅけ そけく-
ょぇ. ╄しかう っしすぬ ゃけこさけしに, しけきくっくうは, 
いゃけくうすっ こけ すっかっそけくぇき 43652, 
46648. 

╁ 〈╄╋〉. ╁にこかぇすに きぇすっさうくしおけ-
ゅけ おぇこうすぇかぇ きけゅせす ぉにすぬ こさけょかっくに 
ょけ 2025 ゅけょぇ. ] すぇおうき こさっょかけあっ-
くうっき ゃにしすせこうかう ょっこせすぇすに ╂けし-
ょせきに. ‶け ょっえしすゃせのとっきせ いぇおけくけ-
ょぇすっかぬしすゃせ, いぇおけくつうすぬ ゃにこかぇすに 
こかぇくうさけゃぇかけしぬ ゃ 2015 ゅけょせ. 

╂[〉]〈′¨
ЗЕЛЁНЫЙ ЗМИЙ ЗАДУШИЛ ДЕСЯТЕРЫХ НАСМЕРТЬ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╆ぇ こっさゃにっ すさう きっしはちぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 34 けしすさにた けすさぇゃかっくうは 

ぉっさっいけゃつぇく ゃ ぉにすせ. 
╂けさけあぇくっ しすぇかう きっくぬてっ すさぇゃうすぬしは かっおぇさしすゃぇきう う ぉにすけゃけえ たうきうっえ, くけ ゅけ-

さぇいょけ ぉけかぬてっ ぇかおけゅけかっき う くぇさおけすうおぇきう. ╋せあつうくに うい つうしかぇ こけしすさぇょぇゃてうた 
けす いっかひくけゅけ いきっは しけしすぇゃうかう 91 こさけちっくす, けす くぇさおけすうおけゃ – ゃしっ しすけ. 〉ゃに, しさっょう 
けすさぇゃうゃてうたしは «ょせさぬの» っしすぬ けょうく こけょさけしすけお.

‶け-こさっあくっきせ さけょうすっかう けしすぇゃかはのす ゃ ょけしすせこくけき きっしすっ かっおぇさしすゃぇ: ょゃせたかっす-
くうえ きぇかにて くぇゅかけすぇかしは こうかのかぬ. ‶け ょぇくくにき 『╂╀, ぉのさけ しせょきっょねおしこっさすういに, 
けすょっかぇ ╆┿╂], せ くぇし いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ ょっしはすぬ しきっさすっえ けす ぉにすけゃにた けすさぇゃかっ-
くうえ. ‶さうつひき, ゃしっ けくう – けす ぇかおけゅけかは! 

╉さけきっ すけゅけ, あうすっかはきう ╀╂¨ しけゃっさてっくけ しっきぬ しせうちうょぇかぬくにた こけこにすけお. 
– ╇た つうしかけ ゃにさけしかけ こけ しさぇゃくっくうの し こさけてかにき ゅけょけき, – おけききっくすうさせっす ゃさぇつ 

╀っさひいけゃしおけゅけ そうかうぇかぇ ちっくすさぇ ゅうゅうっくに う しぇくねこうょっきうけかけゅうう ′ぇょっあょぇ ╅うょ-
おけゃぇ. – ┿くぇかうい こけおぇいにゃぇっす, つすけ しさっょしすゃぇきう しせうちうょけゃ ゃ けしくけゃくけき はゃかはのすしは 
しうかぬくけょっえしすゃせのとうっ かっおぇさしすゃぇ う せおしせしくぇは おうしかけすぇ. ╋せあつうくに しけしすぇゃうかう ゃ 
ねすけえ ゅさせここっ 29 こさけちっくすけゃ.

¨╉[〉╅′┿ぅ ╉¨′《╄[╄′『╇ぅ
УКОЛОТЬСЯ И ЗАБЫТЬ О БОЛЕЗНИ

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╁ しさっょせ, 18 きぇは, ゃ くぇてっき ゅけさけょっ 

こさけえょひす けおさせあくぇは おけくそっさっくちうは こけ 
ゃけこさけしぇき こさけそうかぇおすうおう うくそっおちう-
けくくにた いぇぉけかっゃぇくうえ. ╀っさひいけゃしおうっ 
しぇくうすぇさくにっ ゃさぇつう う うた おけかかっゅう うい 
しけしっょくうた ゅけさけょけゃ  けぉしせょはす くぇちうけ-
くぇかぬくにえ う さっゅうけくぇかぬくにえ おぇかっくょぇ-
さう こさうゃうゃけお, くけゃにっ さってっくうは ぉけさぬ-
ぉに し ゃっすさはくけえ けしこけえ う けしけぉっくくけしすう 
ねこうょっきうけかけゅうう おかっとっゃけゅけ ねくちっそぇ-
かうすぇ しっゅけょくは. ╃ぇあっ くっこけしゃはとひく-

くにき かのょはき ういゃっしすくけ, つすけ さぇいせきくっっ 
こさっょけすゃさぇすうすぬ ぉけかっいくぬ, つっき こけすけき 
すさぇすうすぬ しさっょしすゃぇ くぇ っひ かっつっくうっ. 
‶けねすけきせ こさうくはすぬ せつぇしすうっ ゃ さぇいゅけ-
ゃけさっ け ゃぇおちうくけこさけそうかぇおすうおっ ぉせょっす 
こけかっいくけ すぇおあっ しこっちうぇかうしすぇき せつ-
さっあょっくうえ いょさぇゃけけたさぇくっくうは う けぉさぇ-
いけゃぇくうは, のさうょうつっしおうき かうちぇき う うく-
ょうゃうょせぇかぬくにき こさっょこさうくうきぇすっかはき. 
╉けくそっさっくちうは くぇつくひすしは ゃけ ╃ゃけさちっ 
きけかけょひあう ゃ 11 つぇしけゃ.

╋┿╊｠╈ ╀╇╆′╄] 
НЕ НАРЫВАЙТЕСЬ НА НЕПРИЯТНОСТИ!

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
╆ぇゃすさぇ, 15 きぇは, いぇゃっさてぇっすしは けつっさっょくけえ ねすぇこ ╁しっさけししうえしおけえ ねおけくけきう-

つっしおけえ こっさっこうしう きぇかけゅけ う しさっょくっゅけ ぉういくっしぇ: うくすっさゃぬのっさに いぇゃっさてぇのす 
ぇょさっしくにえ けぉたけょ こさっょこさうくうきぇすっかっえ, くっ こさっょけしすぇゃうゃてうた ゃけゃさっきは しゃっょっ-
くうは け  しゃけっえ こさけういゃけょしすゃっくくけえ ょっはすっかぬくけしすう (お しかけゃせ, うた おけくそうょっく-
ちうぇかぬくけしすぬ ゅぇさぇくすうさせっすしは ゅけしせょぇさしすゃけき). ┿ すった ぉういくっしきっくけゃ, おけすけさにっ 
こさけうゅくけさうさけゃぇかう しこかけてくけっ しすぇすうしすうつっしおけっ くぇぉかのょっくうっ うかう けすこさぇゃうかう 
くっょけしすけゃっさくせの うくそけさきぇちうの, あょひす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, せしすぇくけゃかっくくぇは さけし-
しうえしおうき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき. 〈っき くっ きっくっっ, ゅけさけすょっか しすぇすうしすうおう ょぇひす 
っとひ けょうく てぇくし いぇぉにゃつうゃにき させおけゃけょうすっかはき こさっょけしすぇゃうすぬ ょけ おけくちぇ きぇは  
すさっぉせっきにっ しゃっょっくうは.
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┿かひくぇ ╊╇]╄『╉┿ぅ, 
しすせょっくすおぇ あせさそぇおぇ 〉さ《〉
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

『╄′〈[ ょっすしおけゅけ すゃけさつっ-
しすゃぇ – くぇしすけはとうえ たさぇき 

ょけしせゅぇ ょかは こけょさけしすおけゃ. ╆ょっしぬ 
くぇえょせすしは う ょっゃつぇつぬう ゃっしひかにっ 
おさせあおう  – ぉうしっさけこかっすっくうっ,  
«おせおかぇ ╀ぇさぉう», «]せゃっくうさ»,  
う しっさぬひいくにっ きぇかぬつうてっしおうっ –  
ぇゃうぇきけょっかぬくにえ, ねかっおすさけくくけえ 
ぇゃすけきぇすうおう, ょっさっゃけけぉさぇぉけす-
おう. ┿ っとひ  – たせょけあっしすゃっくくけえ 
けぉさぇぉけすおう おぇきくは. 

╉ぇきくっさっいくけっ けぉなっょうくっくうっ 
ゃ 『╃〈 しせとっしすゃせっす せあっ 13 かっす. 
[っえすうくゅ っゅけ くぇ さにくおっ ょけこけかくう-
すっかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せしかせゅ 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ 
しすぇぉうかぬくけ ゃにしけお: っあっゅけょくけ おぇき-
くっさっいくけきせ うしおせししすゃせ けぉせつぇのすしは 
ぉけかっっ 40 ょっすっえ う こけょさけしすおけゃ けす 
13 ょけ 18 かっす. ′ぇ しつっすせ ゃけしこう-
すぇくくうおけゃ けぉなっょうくっくうは きくけゅけ 
こけぉっょ くぇ ゅけさけょしおうた, けぉかぇしすくにた, 
きっあょせくぇさけょくにた ゃにしすぇゃおぇた, そっ-
しすうゃぇかはた, そけさせきぇた, おけくおせさしぇた − 
«[けあょっしすゃっくしおうえ しせゃっくうさ-2001», 
«╋ぇえしおぇは さぇょせゅぇ», «[せおけょっかぬくう-
ちぇ», «‶ぇさぇょ うしおせししすゃぇ», «ぃくっ-
おけ-2006», «╆っかひくぇは こかぇくっすぇ».

]ゃけうた せつっくうおけゃ くぇ すゃけさつっしすゃけ 
ゃょけたくけゃかはっす ′うくぇ ╃きうすさうっゃ-
くぇ ╃けくうくぇ. ‶っさゃにき ょっかけき けくぇ, 
きうかけ しきせとぇはしぬ, いぇはゃかはっす, つすけ 
こさけそっししうは ねすぇ しせゅせぉけ きせあしおぇは, う 
きぇかぬつうておぇき, くぇゃっさくけっ, ぉにかけ ぉに 
うくすっさっしくっえ し こさっこけょぇゃぇすっかっき-
きせあつうくけえ. ′け, ょけぉぇゃかはっす, すひこかにっ 
しかけゃぇ ゃ っひ ぇょさっし いゃせつぇす こさぇおすうつっ-
しおう けす おぇあょけゅけ ゃにこせしおくうおぇ:

– ¨ょくぇあょに こさうたけょうす ぉにゃてうえ 
せつっくうお, すっこっさぬ せあっ しすせょっくす あっ-
かっいくけょけさけあくけゅけ おけかかっょあぇ, う ゅけ-
ゃけさうす: «]こぇしうぉけ ゃぇき ぉけかぬてけっ! 
]っえつぇし きに こさけたけょうき きっすさけしすさけえ, 
くぇょけ いくぇすぬ きうくっさぇかけゅうの, けょくけ-
おせさしくうおう しうょはす, くうつっゅけ くっ こけ-
くうきぇのす, ぇ は, ぉかぇゅけょぇさは ゃぇき, 
つせゃしすゃせの しっぉは おぇお さにぉぇ ゃ ゃけょっ: 
すっきぇ-すけ たけさけてけ いくぇおけきぇ!» 

╉させあけお ゃけいくうお ゃ 1990-き, てっしすぬ 
かっす ゃ くひき こさっこけょぇゃぇかう すけかぬおけ 
こさっょしすぇゃうすっかう しうかぬくけゅけ こけかぇ. 
╉ぇお あっ ′うくぇ ╃きうすさうっゃくぇ しきけゅかぇ 
うた いぇきっくうすぬ? ¨すゃっす こさけしす, おぇお ゃ 
こけゅけゃけさおっ: «っしかう けつっくぬ いぇたけすっすぬ, 

きけあくけ ゃ おけしきけし せかっすっすぬ». ╁けす う 
きけは しけぉっしっょくうちぇ, ょっさあぇ ゃ させおぇた 
さぇおっすに う そうゅせさおう おけしきけくぇゃすけゃ, 
ゃにこけかくっくくにっ ゃ おぇきくっ (さぇぉけすに 
こけしゃはとっくに ╃くの おけしきけくぇゃすうおう), 
こさういくぇひすしは: 

– ぅ ゃしっゅょぇ けつっくぬ たけすっかぇ ねすうき 
いぇくうきぇすぬしは. 25 かっす こさけさぇぉけすぇ-
かぇ ゃ けぉなっょうくっくうう «]ぇきけちゃっすに», 
ゃしすぇゃかはは しうくすっすうつっしおうっ させぉうくに, 
しぇこそうさに, ぇかっおしぇくょさうすに ゃ おけかぬちぇ 
う しっさぬゅう. ′け ゃ ゅけょに こっさっしすさけえおう 
きっくは, おぇお う きくけゅうた ょさせゅうた さぇぉけす-
くうおけゃ こさっょこさうはすうは, しけおさぇすうかう. 
╇ょすう ぉにかけ くっおせょぇ, ぇ いょっしぬ おぇお さぇい 
すさっぉけゃぇかしは おぇきくっさっい ょかは けぉせつっくうは 
ょっすっえ. ]くぇつぇかぇ, おけくっつくけ, くっ ゃっさう-
かう: くっ あっくしおけっ ねすけ ょっかけ. ′け ゃしおけさっ 
せぉっょうかうしぬ, つすけ は きけゅせ う おぇきくう けぉ-
さぇぉぇすにゃぇすぬ, う しすぇくおう つうくうすぬ…

¨こにす こさっこけょぇゃぇすっかは こけょ-
しおぇいにゃぇか: おぇきくっさっいぇきう きけゅせす 
ぉにすぬ くっ すけかぬおけ こぇさくう. 〈っこっさぬ う 
しすぇさてっおかぇししくうちに きぇしすっさはす こけ-
ょっかおう, くっ ゃいうさぇは くぇ そういうつっしおうっ 
くぇゅさせいおう.

– ╋せあつうくに こけ こさうさけょっ きっ-
くっっ すっさこっかうゃに, – しきっひすしは ′うくぇ 
╃きうすさうっゃくぇ. – ╃っゃせておう せこけさくけ 
しうょはす くぇょ ういょっかうっき, ぇ こぇさくう 
きけゅせす ぉさけしうすぬ さぇぉけすせ, ししにかぇはしぬ 
くぇ せしすぇかけしすぬ. ′っ こけかせつぇっすしは – 
くぇつうくぇのす こしうたけゃぇすぬ, ょひさゅぇすぬしは. 
┿ すけさけこかうゃけしすぬ – ゃさぇゅ ゃ くぇてっき 
ょっかっ: おぇきっくぬ しさぇいせ すさっとうくせ 
ょぇひす.

╁きっしすっ し  ′うくけえ ╃きうすさうっゃ-
くけえ さぇししきぇすさうゃぇっき せあっ ゅけすけ-
ゃにっ しせゃっくうさに. ]かけゃくけ あうゃにっ,  
ぉぇぉけつおう こさうしっかう くぇ おさぇえ いっかひ-

くけゅけ かうしすけつおぇ. ╄かう けおさせあうかう 
せのすくにっ ょっさっゃっくしおうっ ょけきぇ. ╋う-
かにっ いゃっさはすぇ すぇお う こさけしはすしは くぇ 
させおう…

]ぇきぇ ′. ╃けくうくぇ ぉけかぬてっ ゃしっゅけ 
かのぉうす さぇぉけすぇすぬ し はてきけえ:  おさぇ-
しけすぇ ねすけゅけ おぇきくは しすけうす う しうか, う 
ゃさっきっくう, おけすけさにっ くっけぉたけょうきけ 
いぇすさぇすうすぬ くぇ っゅけ けぉさぇぉけすおせ. 
┿ ゃけす くぇつうくぇすぬ けぉせつぇすぬしは, こけ 
きくっくうの こっょぇゅけゅぇ,  かせつてっ ゃしっゅけ 
し けゅさぇくおう いきっっゃうおぇ: ねすけす きはゅ-
おうえ きうくっさぇか かっゅおけ こけょょぇひすしは 
けぉさぇぉけすおっ ょぇあっ ゃ くっせきっかにた 
させおぇた.

[っぉはすぇ し せょけゃけかぬしすゃうっき しせっすはす-
しは, いぇくうきぇは きっしすぇ せ さぇぉけつっゅけ しすけ-
かぇ う しすぇくおけゃ.

– ′ぇき  くさぇゃうすしは たけょうすぬ ゃ 
おさせあけお. ぁすけ くっ ておけかぇ, いょっしぬ 

くうおすけ う くうつっゅけ くっ いぇしすぇゃかはっす 
ょっかぇすぬ, せつうきしは ゃ しゃけひ せょけゃけかぬ-
しすゃうっ, ょっかぇっき ゃっとう ょかは しっぉは, 
– せゃっさっくくけ いぇはゃかはっす ╋ぇおしうき 
╉ゃぇしけゃ.

– ′っ すけかぬおけ ょかは しっぉは, – こっさっ-
ぉうゃぇっす っゅけ ╃うきぇ ╁っょっさくうおけゃ. – 
ぅ ゃけす, くぇこさうきっさ, きぇきっ う しっしすさっ 
おぇきっくくにっ しせゃっくうさに くぇ こさぇいょくうお 
こさうゅけすけゃうか.

‶ぇさくう  くっ せょっさあぇかうしぬ う こけ-
おぇいぇかう しゃけう さぇぉけすに. ╇ くっすさせょくけ 
こさっょしすぇゃうすぬ, おぇお うた ょけきぇてくうき 
ぉせょっす こさうはすくけ こけかせつうすぬ けす しゃけっ-
ゅけ しにくぇ うかう ぉさぇすぇ こけょぇさけお, しょっ-
かぇくくにえ しけぉしすゃっくくにきう させおぇきう. 
¨くう くぇこけかくっくに すぇおけえ すっこかけすけえ 
のくにた しっさょっち, つすけ ぉぇぉけつおう, ぉっか-
おう, ちゃっすに, しけすゃけさひくくにっ うい おぇき-
くは, けあうゃぇのす.

]〉╃╄╀′｠╈ ‶[┿╉〈╇╉〉╋

¨]╉¨[╀╊╄′╇╄, ╉╊╄╁╄〈┿, ‶¨╀¨╇… ╇ ╆┿ぅ╁╊╄′╇╄ ╁ ]〉╃
╄.╁. ╉¨╋┿[¨╁┿, きうさけゃけえ しせょぬは しせょっぉくけゅけ せつぇしすおぇ わ4
╆ぇおけくけょぇすっかぬ ゃ つ. 2 しす. 20 〉ゅけかけゃくけ-

こさけちっししせぇかぬくけゅけ おけょっおしぇ [けししうえしおけえ 《っ-
ょっさぇちうう けこさっょっかうか, つすけ せゅけかけゃくにっ ょっかぇ 
け こさっしすせこかっくうはた, こさっょせしきけすさっくくにた つ. 1 
しす. 115 〉ゅけかけゃくけゅけ おけょっおしぇ  [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう (せきにてかっくくけっ こさうつうくっくうっ 
かひゅおけゅけ ゃさっょぇ いょけさけゃぬの), つ. 1 しす. 116 〉ゅけ-
かけゃくけゅけ おけょっおしぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう 
(こけぉけう), つ. 1 しす. 129 〉ゅけかけゃくけゅけ おけょっおしぇ  
[けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう  (おかっゃっすぇ ぉっい けすはゅ-
つぇのとうた けぉしすけはすっかぬしすゃ), つ. 1 しす. 130 〉ゅけ-
かけゃくけゅけ おけょっおしぇ  [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう  
(けしおけさぉかっくうっ, しけょっさあぇとっっしは ゃ こせぉかうつくけき 
ゃにしすせこかっくうう うかう しさっょしすゃぇた きぇししけゃけえ うく-
そけさきぇちうう), しつうすぇのすしは せゅけかけゃくにきう ょっかぇ-
きう つぇしすくけゅけ けぉゃうくっくうは.

╁ しけけすゃっすしすゃうう し せゅけかけゃくけ-こさけちっし-
しせぇかぬくにき いぇおけくけき こさけういゃけょしすゃけ こけ 
ょっかぇき つぇしすくけゅけ けぉゃうくっくうは きけあっす ぉにすぬ 
くぇつぇすけ くっこけしさっょしすゃっくくけ ゃ しせょっ こせすひき 
こけょぇつう いぇはゃかっくうは こけすっさこっゃてうき, っゅけ 
いぇおけくくにき こさっょしすぇゃうすっかっき, ぇ すぇおあっ 
ぉかういおうき さけょしすゃっくくうおけき ゃ しかせつぇっ しきっさ-
すう こけすっさこっゃてっゅけ かうぉけ こさけおせさけさけき, 
しかっょけゃぇすっかっき う ょけいくぇゃぇすっかっき し しけゅかぇ-
しうは こさけおせさけさぇ ゃ しかせつぇっ, っしかう こさっしすせ-
こかっくうっ しけゃっさてっくけ ゃ けすくけてっくうう  かうちぇ, 
おけすけさけっ ゃ しうかせ いぇゃうしうきけゅけ うかう ぉっしこけ-
きけとくけゅけ しけしすけはくうは かうぉけ こけ うくにき こさう-
つうくぇき くっ きけあっす いぇとうとぇすぬ しゃけう こさぇゃぇ 
う いぇおけくくにっ うくすっさっしに. ╉ うくにき こさうつう-
くぇき けすくけしうすしは すぇおあっ しかせつぇえ しけゃっさてっ-
くうは こさっしすせこかっくうは かうちけき, ょぇくくにっ け おけ-
すけさけき くっ ういゃっしすくに.

╆ぇ 12 きっしはちっゃ 2010 ゅけょぇ きうさけゃけきせ しせ-
ょぬっ しせょっぉくけゅけ せつぇしすおぇ わ4 ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ  

]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけしすせこうかけ 88 きぇすっ-
さうぇかけゃ  こけ しけしすぇゃぇき つぇしすくけゅけ けぉゃうくっくうは 
うい  ¨╁╃ こけ ╀╂¨, こさけおせさぇすせさに ゅけさけょぇ, うい 
くうた  こさうくはすけ しせょけき お しゃけっきせ こさけういゃけょしすゃせ 
すけかぬおけ ょっしはすぬ いぇはゃかっくうえ.

╆ぇ すけす あっ こっさうけょ けす ゅさぇあょぇく (こけ こけつすっ, 
くぇ かうつくけき こさうひきっ) こけしすせこうかけ ょっしはすぬ いぇ-
はゃかっくうえ け ゃけいぉせあょっくうう せゅけかけゃくけゅけ ょっかぇ 
つぇしすくけゅけ けぉゃうくっくうは, うい くうた こさうくはすけ しせ-
ょけき お こさけういゃけょしすゃせ こはすぬ.

╉さけきっ すけゅけ, さぇししきけすさっくけ 15 せゅけかけゃくにた 
ょっか つぇしすくけゅけ けぉゃうくっくうは, ゃけいぉせあょひくくにた 
きうさけゃにき しせょぬひえ. ╇い くうた 12 − し こさっおさぇ-
とっくうっき ょっかぇ, すさう − し ゃにくっしっくうっき けぉゃう-
くうすっかぬくけゅけ こさうゅけゃけさぇ.

‶け  せゅけかけゃくにき ょっかぇき  つぇしすくけゅけ  けぉゃう-
くっくうは, ゃけいぉせあょひくくにた し しけゅかぇしうは こさけおせ-
さけさぇ,  いぇ こさけてっょてうえ ゅけょ きうさけゃにき しせょぬひえ 
さぇししきけすさっくけ 43  せゅけかけゃくにた ょっかぇ つぇしすくけゅけ 
けぉゃうくっくうは, ゃけいぉせあょひくくにた こさけおせさけさけき. ╇い 
くうた − し ゃにくっしっくうっき こさうゅけゃけさぇ − 20 ょっか, し 
こさっおさぇとっくうっき − 23.

╇い  こさうゃっょひくくにた ょぇくくにた ゃうょくけ, つすけ 
おけかうつっしすゃけ いぇはゃかっくうえ, くっしけけすゃっす-
しすゃせのとうた すさっぉけゃぇくうはき つ. 5 う つ. 6 
しす. 318 〉‶╉ [《, けしすぇひすしは ゃにしけおうき, 
つすけ ゃかっつひす いぇ しけぉけえ ゃけいゃさぇとっくうっ ょぇく-
くにた いぇはゃかっくうえ.  

╆ぇはゃかっくうっ こけすっさこっゃてっゅけ こけ ょっかぇき 
つぇしすくけゅけ けぉゃうくっくうは けょくけゃさっきっく-
くけ はゃかはっすしは けぉゃうくうすっかぬくにき ょけおせ-
きっくすけき, ゃ おけすけさけき そけさきせかうさせっすしは 
しせとくけしすぬ けぉゃうくっくうは. ‶けねすけきせ お しけ-
ょっさあぇくうの う そけさきっ こうしぬきっくくけゅけ いぇ-
はゃかっくうは せゅけかけゃくけ-こさけちっししせぇかぬくにえ 
いぇおけく こさっょなはゃかはっす けこさっょっかひくくにっ 

すさっぉけゃぇくうは. ╆ぇはゃかっくうっ  ょけかあくけ しけ-
ょっさあぇすぬ: くぇうきっくけゃぇくうっ しせょぇ, ゃ おけすけ-
さにえ けくけ こけょぇひすしは; けこうしぇくうっ しけぉにすうは 
こさっしすせこかっくうは, きっしすぇ, ゃさっきっくう, ぇ すぇお-
あっ けぉしすけはすっかぬしすゃ っゅけ しけゃっさてっくうは;  
こさけしぬぉせ, ぇょさっしけゃぇくくせの しせょせ, け こさう-
くはすうう せゅけかけゃくけゅけ ょっかぇ お こさけういゃけょ-
しすゃせ; ょぇくくにっ け こけすっさこっゃてっき, ぇ すぇおあっ 
け ょけおせきっくすぇた, せょけしすけゃっさはのとうた っゅけ 
かうつくけしすぬ; ょぇくくにっ け かうちっ, こさうゃかっおぇ-
っきけき お せゅけかけゃくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう; 
しこうしけお しゃうょっすっかっえ, おけすけさにた くっけぉたけ-
ょうきけ ゃにいゃぇすぬ ゃ しせょ;  こけょこうしぬ かうちぇ, 
っゅけ こけょぇゃてっゅけ.

╆ぇはゃかっくうっ こけょぇひすしは ゃ しせょ し おけこうはきう 
こけ つうしかせ かうち, ゃ けすくけてっくうう おけすけさにた ゃけい-
ぉせあょぇっすしは せゅけかけゃくけっ ょっかけ つぇしすくけゅけ けぉ-
ゃうくっくうは. ╆ぇはゃうすっかぬ こさっょせこさっあょぇっすしは けぉ 
せゅけかけゃくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう いぇ いぇゃっょけきけ 
かけあくにえ ょけくけし ゃ しけけすゃっすしすゃうう しけ しすぇすぬひえ 
306 〉ゅけかけゃくけゅけ おけょっおしぇ [けししうえしおけえ 《っ-
ょっさぇちうう, け つひき ゃ いぇはゃかっくうう ょっかぇっすしは けす-
きっすおぇ, おけすけさぇは せょけしすけゃっさはっすしは こけょこうしぬの 
いぇはゃうすっかは.

╉ぇお こけおぇいにゃぇっす こさぇおすうおぇ, ょかは こけすっさ-
こっゃてっゅけ こさっょしすぇゃかはっすしは いぇすさせょくうすっかぬ-
くにき けこうしぇくうっ しけぉにすうは こさっしすせこかっくうは, 
きっしすぇ, ゃさっきっくう, ぇ すぇおあっ けぉしすけはすっかぬしすゃ 
っゅけ  しけゃっさてっくうは ゃ しけけすゃっすしすゃうう  し すさっ-
ぉけゃぇくうはきう,  こさっょせしきけすさっくくにきう 〉ゅけかけゃ-
くけ-こさけちっししせぇかぬくにき おけょっおしけき [けししうえしおけえ 
《っょっさぇちうう.  ╁ いぇはゃかっくうう つぇしすくけゅけ けぉゃう-
くっくうは ょけかあくに ぉにすぬ せおぇいぇくに おけくおさっすくにっ 
けぉしすけはすっかぬしすゃぇ こさっしすせこかっくうは, そぇおすうつっ-
しおう けこさっょっかはのとうっ こさっょっかに けぉゃうくっくうは, 
けす おけすけさけゅけ かうちけ ゃこさぇゃっ いぇとうとぇすぬしは.

〉ゅけかけゃくけ-こさけちっししせぇかぬくにえ いぇおけく 
こさっょせしきぇすさうゃぇっす こさぇゃけ こけすっさこっゃてっゅけ 
くぇ こさうきうさっくうっ し けぉゃうくはっきにき, つすけ はゃ-
かはっすしは けしくけゃぇくうっき ょかは こさっおさぇとっくうは 
せゅけかけゃくけゅけ ょっかぇ. ]せょ けぉはいぇく ゃ しけけすゃっす-
しすゃうう し すさっぉけゃぇくうはきう せゅけかけゃくけ-こさけちっし-
しせぇかぬくけゅけ いぇおけくぇ さぇいなはしくうすぬ しすけさけくぇき 
ゃけいきけあくけしすぬ こさうきうさっくうは.  ‶さう こけしすせ-
こかっくうう たけょぇすぇえしすゃぇ け こさっおさぇとっくうう 
こさけういゃけょしすゃぇ こけ せゅけかけゃくけきせ ょっかせ, しせょ 
ゃにはしくはっす, ょけぉさけゃけかぬくけ かう けくけ いぇはゃかっ-
くけ, くっ うきっのす かう きっしすけ せゅさけいに, くぇしうかうっ, 
ゃゃっょっくうっ ゃ いぇぉかせあょっくうっ. ╉ぇお こさぇゃうかけ, 
しせょ ゃにはしくはっす せ つぇしすくけゅけ けぉゃうくうすっかは, 
いぇゅかぇあっく かう こけしかっょくっきせ こさうつうくひくくにえ 
ゃさっょ. ¨ょくぇおけ くぇ おぇおうた せしかけゃうはた ょけ-
しすうゅくせすけ こさうきうさっくうっ, おぇおうき しこけしけぉけき 
いぇゅかぇあっく こさうつうくひくくにえ ゃさっょ さってぇの-
とっゅけ いくぇつっくうは くっ うきっっす. ‶さうきうさっくうっ 
ょけこせしおぇっすしは ょけ せょぇかっくうは しせょぇ ゃ しけゃっ-
とぇすっかぬくせの おけきくぇすせ ょかは こけしすぇくけゃかっくうは 
こさうゅけゃけさぇ.

‶けょゃけょは うすけゅ しおぇいぇくくけきせ, たけすっ-
かけしぬ ぉに けすきっすうすぬ, つすけ きうさけゃけえ しせょぬは 
ゃ こさっょっかぇた しゃけっえ おけきこっすっくちうう さぇし-
しきぇすさうゃぇっす せゅけかけゃくにっ ょっかぇ つぇしすくけゅけ 
けぉゃうくっくうは ゃ おぇつっしすゃっ しせょぇ こっさゃけえ 
うくしすぇくちうう. ¨しせとっしすゃかはは しせょっぉくせの 
ゃかぇしすぬ, きうさけゃけえ しせょぬは ゃ たけょっ こさけうい-
ゃけょしすゃぇ こけ ょっかせ つぇしすくけゅけ けぉゃうくっくうは 
くっ きけあっす しすぇくけゃうすぬしは くう くぇ しすけさけくせ 
けぉゃうくっくうは, くう くぇ しすけさけくせ いぇとうすに, 
こさうくうきぇすぬ くぇ しっぉは こさけちっししせぇかぬくにっ 
こさぇゃけきけつうは しすけさけく, ぇ ょけかあっく けしすぇ-
ゃぇすぬしは けぉなっおすうゃくにき う ぉっしこさうしすさぇしす-
くにき ぇさぉうすさけき.
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4:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿	-	[¨╅╃╄]〈╁¨

5:00	 ╃/《	╉╇〈┿╈]╉╇╄	‶¨╉¨[╇〈╄╊╇	╋¨[╄╈

6:00	 ╃/]	《[ぁ′╉	]╇′┿〈[┿	╇	╋┿《╇ぅ

7:00	 ╃/]	╋¨[]╉┿ぅ	╃╄[╅┿╁┿

8:00	 ╃/]	¨》¨〈┿	╆┿	╉[╄╈]╄[┿╋╇	╉┿╈╆╄[┿

9:00	 ╃/]	╁〈¨[┿ぅ	╋╇[¨╁┿ぅ	╁	『╁╄〈╄

10:00	 ╃/《	╂〉╂╄	–	╃[╄╁′╄╄	╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨	〈╇╀╄〈┿

11:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

12:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿	-	[¨╅╃╄]〈╁¨

13:00	 ╃/《	╉╇〈┿╈]╉╇╄	‶¨╉¨[╇〈╄╊╇	╋¨[╄╈

14:00	 ╃/]	《[ぁ′╉	]╇′┿〈[┿	╇	╋┿《╇ぅ

15:00	 ╃/]	╋¨[]╉┿ぅ	╃╄[╅┿╁┿

16:00	 ╃/]	¨》¨〈┿	╆┿	╉[╄╈]╄[┿╋╇	╉┿╈╆╄[┿

17:00	 ╃/]	╁〈¨[┿ぅ	╋╇[¨╁┿ぅ	╁	『╁╄〈╄

18:00	 ╃/《	╂〉╂╄	–	╃[╄╁′╄╄	╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨	〈╇╀╄〈┿

19:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

20:00	 ╃/]	╂╄′╇┿╊を′｠╈	╃╇╆┿╈′

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

22:00	 ╃/《	╅┿′′┿	╃'┿[╉

23:00	 ╃/《	]╄[╄╀[ぅ′｠╄	╂¨[¨╃┿

0:00	 ╃/]	╅╇╆′を	]	╁[┿╂¨╋

1:00	 ╃/]	′¨[╋┿′╃]╉¨╄	╆┿╁¨╄╁┿′╇╄	┿′╂╊╇╇

2:00	 ╃/]	]╉[｠〈┿ぅ	‶[┿╁╃┿

3:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

4:00	 ╃/]	╂╄′╇┿╊を′｠╈	╃╇╆┿╈′

5:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╂╄¨╂[┿《╇』╄]╉╇╄	¨〈╉[｠〈╇ぅ

6:00	 ╃/《	╅┿′′┿	╃'┿[╉

7:00	 ╃/《	]╄[╄╀[ぅ′｠╄	╂¨[¨╃┿

8:00	 ╃/]	╅╇╆′を	]	╁[┿╂¨╋

9:00	 ╃/]	′¨[╋┿′╃]╉¨╄	╆┿╁¨╄╁┿′╇╄	┿′╂╊╇╇

10:00	 ╃/]	]╉[｠〈┿ぅ	‶[┿╁╃┿

11:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

12:00	 ╃/]	╂╄′╇┿╊を′｠╈	╃╇╆┿╈′

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

14:00	 ╃/《	╅┿′′┿	╃'┿[╉

15:00	 ╃/《	]╄[╄╀[ぅ′｠╄	╂¨[¨╃┿

16:00	 ╃/]	╅╇╆′を	]	╁[┿╂¨╋

17:00	 ╃/]	′¨[╋┿′╃]╉¨╄	╆┿╁¨╄╁┿′╇╄	┿′╂╊╇╇

18:00	 ╃/]	]╉[｠〈┿ぅ	‶[┿╁╃┿

19:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

20:00	 ╃/]	╉┿╉	╇]╉〉]]〈╁¨	]¨〈╁¨[╇╊¨	╋╇[

21:00	 ╃/]	〈┿╈′｠	‶¨╃╁¨╃′¨╂¨	╋╇[┿

22:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╁¨╇′｠

23:00	 ╃/《	‶¨╊を]╉┿ぅ	╀╇〈╁┿	╆┿	┿′╂╊╇ぃ

0:00	 ╃/]	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄	』╄╊¨╁╄╉┿

1:00	 ╃/《	′┿』┿╊¨	╁¨╈′｠

2:00	 ╃/]	]┿╋¨╄	〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄	〉╀╇╈]〈╁¨

3:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

4:00	 ╃/]	╉┿╉	╇]╉〉]]〈╁¨	]¨〈╁¨[╇╊¨	╋╇[

5:00	 ╃/]	〈┿╈′｠	‶¨╃╁¨╃′¨╂¨	╋╇[┿

6:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╁¨╇′｠

7:00	 ╃/《	‶¨╊を]╉┿ぅ	╀╇〈╁┿	╆┿	┿′╂╊╇ぃ

8:00	 ╃/]	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄	』╄╊¨╁╄╉┿

9:00	 ╃/《	′┿』┿╊¨	╁¨╈′｠

10:00	 ╃/]	]┿╋¨╄	〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄	〉╀╇╈]〈╁¨

11:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

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

13:00	 ╃/]	〈┿╈′｠	‶¨╃╁¨╃′¨╂¨	╋╇[┿

14:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╁¨╇′｠

15:00	 ╃/《	‶¨╊を]╉┿ぅ	╀╇〈╁┿	╆┿	┿′╂╊╇ぃ

16:00	 ╃/]	‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄	』╄╊¨╁╄╉┿

17:00	 ╃/《	′┿』┿╊¨	╁¨╈′｠

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

19:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

20:00	 ╃/]	╋╇[	]╉〉╊を‶〈〉[｠

21:00	 ╃/《	〈┿╈′┿	╂╇╀╄╊╇	«╋ぁ[╇	[¨〉╆»

22:00	 ╃/]	╁]╄	¨	╁┿′	╂¨╂╄

23:00	 ╃/《	‶[¨〈╄]〈

0:30	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╀[╇〈┿′]╉╇╄	‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

1:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ

2:00	 ╃/《	╁	‶¨╇]╉┿》	〈[ぃ《《¨

2:30	 ╃/《	╅┿′-╊ぃ╉	╂¨╃┿[:	』╄╊¨╁╄╉	–	╉╇′¨

3:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

4:00	 ╃/]	╋╇[	]╉〉╊を‶〈〉[｠

5:00	 ╃/《	〈┿╈′┿	╂╇╀╄╊╇	«╋ぁ[╇	[¨〉╆»

6:00	 ╃/]	╁]╄	¨	╁┿′	╂¨╂╄

7:00	 ╃/《	‶[¨〈╄]〈

8:30	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╀[╇〈┿′]╉╇╄	‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

9:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ

10:00	 ╃/《	╁	‶¨╇]╉┿》	〈[ぃ《《¨

10:30	 ╃/《	╅┿′-╊ぃ╉	╂¨╃┿[:	』╄╊¨╁╄╉	–	╉╇′¨

11:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

12:00	 ╃/]	╋╇[	]╉〉╊を‶〈〉[｠

13:00	 ╃/《	〈┿╈′┿	╂╇╀╄╊╇	«╋ぁ[╇	[¨〉╆»

14:00	 ╃/]	╁]╄	¨	╁┿′	╂¨╂╄

15:00	 ╃/《	‶[¨〈╄]〈

16:30	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╀[╇〈┿′]╉╇╄	‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

17:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ

18:00	 ╃/《	╁	‶¨╇]╉┿》	〈[ぃ《《¨

18:30	 ╃/《	╅┿′-╊ぃ╉	╂¨╃┿[:	』╄╊¨╁╄╉	–	╉╇′¨

19:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

20:00	 ╃/]	╃〉》¨╁′┿ぅ	╋〉╆｠╉┿

21:00	 ╃/]	╂╄[¨╇	╋╄╃╇『╇′｠

22:00	 ╃/]	╁]╄	¨	╁┿′	╂¨╂╄

23:00	 ╃/《	╁｠]【╇╈	‶╇╊¨〈┿╅	╁	‶╄[╁〉ぃ	╋╇[¨╁〉ぃ

0:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

1:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿

2:00	 ╃/《	¨‶╄[┿『╇ぅ	“╂¨╊╊╇╁〉╃”

3:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

4:00	 ╃/]	╃〉》¨╁′┿ぅ	╋〉╆｠╉┿

5:00	 ╃/]	╂╄[¨╇	╋╄╃╇『╇′｠

6:00	 ╃/]	╁]╄	¨	╁┿′	╂¨╂╄

7:00	 ╃/《	╁｠]【╇╈	‶╇╊¨〈┿╅	╁	‶╄[╁〉ぃ	╋╇[¨╁〉ぃ

8:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

9:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿

10:00	 ╃/《	¨‶╄[┿『╇ぅ	“╂¨╊╊╇╁〉╃”

11:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

12:00	 ╃/]	╃〉》¨╁′┿ぅ	╋〉╆｠╉┿

13:00	 ╃/]	╂╄[¨╇	╋╄╃╇『╇′｠

14:00	 ╃/]	╁]╄	¨	╁┿′	╂¨╂╄

15:00	 ╃/《	╁｠]【╇╈	‶╇╊¨〈┿╅	╁	‶╄[╁〉ぃ	╋╇[¨╁〉ぃ

16:00	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╀╇╀╊╇╇

17:00	 ╃/]	╁╇╉〈¨[╇┿′]╉┿ぅ	┿‶〈╄╉┿

18:00	 ╃/《	¨‶╄[┿『╇ぅ	“╂¨╊╊╇╁〉╃”

19:00	 ╃/]	╉〈¨	〈｠	〈┿╉¨╈?

20:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	╁╇╁┿╊を╃╇

21:00	 ╃/《	╂╇〈╊╄[	╇	╇]]╊╄╃¨╁┿〈╄╊╇

22:00	 ╃/]	╁]╄	¨	╁┿′	╂¨╂╄

23:00	 ╃/《	′╄‶¨〈¨‶╊ぅ╄╋｠╈	〈╇〈┿′╇╉

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

8.00,	16.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«╉〉》′ぅ»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	》/《	«╉┿╉	╁	]〈┿[¨╋	╃╄〈╄╉〈╇╁╄»

17.00	〈/]	«‶┿′	╇╊╇	‶[¨‶┿╊»

18.00,	03.15	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.30	«¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ.	╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

20.00	〈/]	«′┿	‶〉〈╇	╉	]╄[╃『〉»

21.00	«[〉]]╉╇╄	╅┱′｠»

22.00	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╁‶╄[╁｠╄	╆┿╋〉╅╄╋»

01.25	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.15	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

8.00,	16.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

14.00	》/《	«╊╄[┿»

17.00	〈/]	«‶┿′	╇╊╇	‶[¨‶┿╊»

18.00,	03.40	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«′┿	‶〉〈╇	╉	]╄[╃『〉»

21.00	«[〉]]╉╇╄	╅┱′｠»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╁¨]╄╋を	╃′╄╈	′┿╃╄╅╃｠»

01.10	》/《	«[┿╆╋¨╊╁╉┿»

04.40	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

]	10.00	‶[¨《.	[┿╀¨〈｠

15.30	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

16.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

17.00	〈/]	«‶┿′	╇╊╇	‶[¨‶┿╊»

18.00,	03.05	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«′┿	‶〉〈╇	╉	]╄[╃『〉»

21.00	«[〉]]╉╇╄	╅┱′｠»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«]〈┿[｠╄	╃¨╊╂╇»

01.15	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.00	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	》/《	«[┿╆′｠╄	]〉╃を╀｠»

14.00	«╁╃¨╁｠»

16.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

17.00	》/《	«‶┿′	╇╊╇	‶[¨‶┿╊»

18.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«′┿	‶〉〈╇	╉	]╄[╃『〉»

21.00	«[〉]]╉╇╄	╅┱′｠»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╁]┱	╃╊ぅ	╁┿]»

01.10	》/《	«‶[┿╁¨]〉╃╇╄»

04.15	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

6.00	«╋〉╆｠╉┿	′┿	«41-╃¨╋┿【′╄╋»
6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»
7.00	«╃╄╊¨	┿]〈┿》¨╁┿»
10.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»
10.30	╃╄〈╄╉〈╇╁	«〉╉[┿]〈を	〉...»
18.10	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»
19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇
19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»
20.00	》/《	«]╊〉【┿ぅ	〈╇【╇′〉»
22.05	«[〉]]╉╇╄	╅┱′｠»
23.00	′¨╁¨]〈╇-41
23.30	》/《	«[┿╆′｠╄	]〉╃を╀｠»
01.30	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»
03.20	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»
04.20	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.20	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.30	]╉┿╆╉┿	«╆¨╊¨〈｠╄	[¨╂┿»

8.50	》/《	«╃┿〉[╇ぅ»

12.50	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

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	》/《	«‶¨	╃┿′′｠╋	〉╂¨╊¨╁′¨╂¨	[¨╆｠]╉┿»

01.25	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.15	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

04.15	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

7.30	]╉┿╆╉┿	«[┿╆,	╃╁┿	-	╂¨[╄	′╄	╀╄╃┿»

9.00	》/《	«╃╄〈╇	‶¨′╄╃╄╊を′╇╉┿»

10.50	》/《	«╆′┿》┿[を»

13.30	«]╊┿╃╉╇╄	╇]〈¨[╇╇»

14.00	«╃╄╊¨	┿]〈┿》¨╁┿»

15.00	》/《	«╃¨]〈¨ぅ′╇╄	[╄]‶〉╀╊╇╉╇»

17.45	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

18.00	«‶[¨	〉]┿〈｠》	╇	》╁¨]〈┿〈｠》»

18.45	«╂¨[¨╃]╉┿ぅ	╃〉╋┿»

19.00	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

19.30	》/《	«‶¨]〈¨[¨′′╇╈»

21.30	》/《	«〈ぃ╃¨[｠»

23.30	«′╄╃╄╊ぅ	╀╄╆	╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00	》/《	«『╁╄〈｠	¨〈	‶¨╀╄╃╇〈╄╊╄╈»

02.00	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.45	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

04.40	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

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

7.05	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30	╃/]	«¨‶┿]′｠╄	╁]〈[╄』╇	ぃ[]╉¨╂¨	‶╄[╇¨╃┿»

11.10,	12.30	》/《	«╉¨╊を╄	【┿[╊¨〈〈｠»,	1	]╄[╇ぅ

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

13.10	》/《	«¨』′┿ぅ	]〈┿╁╉┿»

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	》/《	«¨【╇╀╉┿	[╄╆╇╃╄′〈┿»,	1	╇	2	]╄[╇╇

01.15	〈/]	«╀[┿〈をぅ	‶¨	¨[〉╅╇ぃ»

03.20	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

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

7.05	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25,	23.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30	╃/]	«¨‶┿]′｠╄	╁]〈[╄』╇	ぃ[]╉¨╂¨	‶╄[╇¨╃┿»

11.15,	12.30	》/《	«╉¨╊を╄	【┿[╊¨〈〈｠»,	2	]╄[╇ぅ

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

13.00	》/《	«』╄╊¨╁╄╉	╀╄╆	‶┿]‶¨[〈┿»

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	》/《	«]〉╃を╀┿	[╄╆╇╃╄′〈┿»

01.30	》/《	«¨』′┿ぅ	]〈┿╁╉┿»

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

04.25	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

7.05	╅╇╁┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25,	20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30	«¨‶┿]′｠╄	╁]〈[╄』╇	ぃ[]╉¨╂¨	‶╄[╇¨╃┿»

11.30,	12.30	》/《	«╉¨╊を╄	【┿[╊¨〈〈｠»,	3	]╄[╇ぅ

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

13.20	》/《	«【╄]〈¨╈»

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	》/《	«╁¨╆╁[┿】╄′╇╄	[╄╆╇╃╄′〈┿»

01.10	》/《	«』╄╊¨╁╄╉	╀╄╆	‶┿]‶¨[〈┿»

02.55	》/《	«╋╇╋╇′¨»

04.25	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30	╃/《	«]┿╋｠╄	¨‶┿]′｠╄	╆╋╄╇	╇′╃╇╇»

11.10,	12.30	》/《	«‶[╄╃]╄╃┿〈╄╊を»

12.00,	15.30	]╄╈』┿]

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30,	22.00	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«╉┿‶╉┿′»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

22.30	》/《	«╉¨′╄『	¨‶╄[┿『╇╇	«[╄╆╇╃╄′〈»

01.20	》/《	«【╄]〈¨╈»

02.50	》/《	«¨╃╇′¨╅╃｠	¨╃╇′»

04.20	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]

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

7.05	╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄	》[¨′╇╉╇

8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇

9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

10.30	╃/《	«‶┿〉╉╇	]	╋┿[]┿»

11.00,	12.30	》/《	«‶¨	〈¨′╉¨╋〉	╊を╃〉»

12.00	]╄╈』┿]

15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

15.30,	18.30	]╄╈』┿]

16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ

18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

19.00	〈/]	«╉┿‶╉┿′»

20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

21.00	〈/]	«╂[┿╅╃┿′╇′	′┿』┿╊を′╇╉»

23.00	》/《	«╁〈¨[┿ぅ	╅╇╆′を	《╄╃¨[┿	]〈[¨╂¨╁┿»

00.55	》/《	«‶¨╃	‶╄]╉¨╋»

02.40	》/《	«′┿╄╋′｠╈	〉╀╇╈『┿»

04.25	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.35	》/《	«╃╄╁¨』╉┿,	》¨』╄【を	]′╇╋┿〈を]ぅ	╁	╉╇′¨?»
10.00	]╄╈』┿]
10.10	》/《	«╇】╇〈╄	╅╄′】╇′〉»

13.10	》/《	«]╋╄[〈を	′┿	′╇╊╄»

15.55	》/《	«╆╄[╉┿╊¨	〈[╄]′〉╊¨»

17.55	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

18.30	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«¨《╇『╄[｠	-	2»

23.00	〈/]	«╀[┿〈をぅ	‶¨	¨[〉╅╇ぃ»

01.15	》/《	«′╄╁┿╃┿	]╋╇〈»

03.40	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈

04.15	╃/《	«╇]〈¨[╇ぅ	╄╃╇′╇『｠»

6.00	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

8.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.35	》/《	«╉┿╋╄′′｠╈	『╁╄〈¨╉»

10.00	]╄╈』┿]

10.10	╃/]	«【┿′]	′┿	╁｠╅╇╁┿′╇╄»

11.00	【┿╂╇	╉	〉]‶╄》〉

12.00	 ╇]〈¨[╇╇	 ╇╆	 ╀〉╃〉】╄╂¨	 ]	 ╋╇》┿╇╊¨╋	

╉¨╁┿╊を』〉╉¨╋

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

13.50	》/《	«╃┿╈〈╄	╅┿╊¨╀′〉ぃ	╉′╇╂〉»

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

17.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

18.30	╂╊┿╁′¨╄

19.30	〈/]	«╉┿‶╉┿′»

23.15	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»

23.50	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ.	¨	╂╊┿╁′¨╋

00.50	》/《	«╊╄╃ぅ′¨╈	『╁╄〈¨╉»

03.15	》/《	«╁¨╆╃〉》¨‶╊┿╁┿〈╄╊を»

04.45	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	╃[┿╋┿	«╋╇[¨╁¨╈	‶┿[╄′を»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	╀¨╄╁╇╉	«╋╇[¨〈╁¨[╄『»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.05	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.45	》/《	«╋╇[¨╁¨╈	‶┿[╄′を»
04.05	》/《	«╋╇[¨〈╁¨[╄『»
05.25	》/《	«╇╆╂′┿′′╇╉»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30,	04.25	》/《	«╀╄╆	‶┿′╇╉╇,	╋┿╈¨[	╉┿[╃¨【!»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	》/《	«‶[¨╀〉╅╃╄′╇╄	]╋╄[〈╇»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.45	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»
02.30	》/《	«╇╆╂′┿′′╇╉»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«╁′╇╋┿′╇╄,	『〉′┿╋╇!»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	╀¨╄╁╇╉	«¨[╃╄[	′┿	]╋╄[〈を»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.35	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»
02.30	》/《	«¨[╃╄[	′┿	]╋╄[〈を»
04.25	》/《	«╁′╇╋┿′╇╄,	『〉′┿╋╇!»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«┿╋′╇]〈╇ぅ»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.00	》/《	«』╄╊¨╁╄╉	‶¨╊〉′¨』╇»
23.30	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.35	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»
02.30	》/《	«』╄╊¨╁╄╉	‶¨╊〉′¨』╇»
04.25	》/《	«┿╋′╇]〈╇ぅ»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»

10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»

10.30	》/《	«┿╂╄′〈｠	╉╂╀	〈¨╅╄	╁╊ぃ╀╊ぅぃ〈]ぅ»

12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»

13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»

14.00	〈/]	«CSI»

15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»

17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»

18.30	«╃╄′を»

19.30,	00.55,	05.15	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»

21.30	〈[╇╊╊╄[	«╋╂╊┿»

00.00	«]‶¨╉¨╈′¨╈	′¨』╇,	╋〉╅╇╉╇!»

01.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»

02.00	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»

02.55	》/《	«╋╂╊┿»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.25	╉¨╋╄╃╇ぅ	«¨╀｠╉′¨╁╄′′¨╄	』〉╃¨»
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.30	》/《	«╇】╇〈╄	╅╄′】╇′〉»
11.30	 〈/]	 «╇╁┿′	 ‶¨╃〉【╉╇′.	 ╃╅╄′〈╊を╋╄′	

]｠]╉┿	-	2»
13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
14.30	╀¨╄╁╇╉	«╀┿′╃╇〈]╉╇╈	‶╄〈╄[╀〉[╂»
16.30	》/《	«‶¨	‶[¨╆╁╇】〉	╆╁╄[を»
18.30	》/《	«╀╄╊を《╄╂¨[	-	‶[╇╆[┿╉	╊〉╁[┿»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	«〉╂¨′»
22.00	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
23.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.05	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
00.35	〈/]	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»
01.30	〈/]	«╃′╄╁′╇╉╇	«╉[┿]′¨╈	〈〉《╄╊を╉╇»
02.00	》/《	«╀╄╊を《╄╂¨[	-	‶[╇╆[┿╉	╊〉╁[┿»
04.00	》/《	«╉[〉〈｠╄.	]╋╄[〈╄╊を′¨╄	【¨〉»
05.50	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.25	╉¨╋╄╃╇ぅ	«¨╀｠╉′¨╁╄′′¨╄	』〉╃¨»
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.20	«╋╄╃╇『╇′]╉¨╄	¨╀¨╆[╄′╇╄»
8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.00	》/《	«╇】╇〈╄	╅╄′】╇′〉»
11.30	 〈/]	 «╇╁┿′	 ‶¨╃〉【╉╇′.	 ╃╅╄′〈╊を╋╄′	

]｠]╉┿	-	2»
13.30,	05.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
14.30	╀¨╄╁╇╉	«╀┿′╃╇〈]╉╇╈	‶╄〈╄[╀〉[╂»
16.30	》/《	«╉[〉〈｠╄.	]╋╄[〈╄╊を′¨╄	【¨〉»
18.30,	 02.00	 》/《	 «╀┿╈╉╇	 ╇╆	 ]╉╊╄‶┿.	 ╉[¨╁┿╁｠╈	

╀¨[╃╄╊を»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	«〉╂¨′»
22.00	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
23.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.05	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
00.35	〈/]	«[｠『┿[を	╃¨[¨╂»
01.30	〈/]	«╃′╄╁′╇╉╇	«╉[┿]′¨╈	〈〉《╄╊を╉╇»
03.50	》/《	«‶¨	‶[¨╆╁╇】〉	╆╁╄[を»
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6:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
7:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
8:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
8:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
8:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
9:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
10:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
11:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
11:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
12:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
13:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

╂[╇′¨╋
14:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
14:40	 】〉╉┿.	《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈	〉╊¨╁
15:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
16:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
16:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
17:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
17:40	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
18:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
19:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
20:00	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅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	 ‶¨	[╄╉┿╋	[¨]]╇╇
16:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
16:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
17:00	 ╊╇』′｠╈	¨‶｠〈
17:40	 ]｠′	¨》¨〈′╇╉┿
18:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
19:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
19:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
20:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
20:40	 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	′┿	 ┿′╃┿╋┿′]╉╇》	

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

╂[╇′¨╋
17:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
17:40	 】〉╉┿.	《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈	〉╊¨╁
18:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
19:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
19:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
20:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
20:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
21:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
21:40	 ′┿》╊｠]〈
22:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
22:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
23:00	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅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	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
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]╉¨[¨ ′┿ ╃¨[¨╂┿》

┱┤┴┷┼┬┶┩┯┬ ┲┳┯┤┶╃┶ ╁┦┤┮┷┤┺┬╂
] ‶╄[╁¨╂¨ しっくすはぉさは すっおせとっゅけ ゅけょぇ さけししうえしおうき ぇゃすけゃかぇ-

ょっかぬちぇき こさうょひすしは しぇきけしすけはすっかぬくけ けこかぇつうゃぇすぬ さぇしたけょに, 
しゃはいぇくくにっ し こっさっきっとっくうっき う たさぇくっくうっき ねゃぇおせうさけゃぇくくけえ いぇ 
くっこさぇゃうかぬくせの こぇさおけゃおせ きぇてうくに くぇ しこっちしすけはくおせ. 〈ぇおぇは くけさきぇ 
しけょっさあうすしは ゃ こさうくはすけき ╂けしょせきけえ いぇおけくっ け しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうう 
けさゅぇくういぇちうう ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは, こけゃにてぇのとっき てすさぇそに いぇ 
くぇさせてっくうっ ‶╃╃.

ぁすけ しゃはいぇくけ し すっき, つすけ さっゅうけくぇかぬくにき ゃかぇしすはき くっ たゃぇすぇっす しさっょしすゃ 
くぇ こっさっきっとっくうっ ぇゃすけきけぉうかは う しけょっさあぇくうっ っゅけ くぇ てすさぇそしすけはくおっ. ‶け 
きくっくうの ねおしこっさすけゃ, ゃゃっょっくうっ こかぇすに いぇ ねゃぇおせぇちうの う せゃっかうつっくうっ ょさせゅうた 
てすさぇそけゃ すぇおあっ こけきけあっす ぉけさけすぬしは し こさけぉおぇきう. 

╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは ねゃぇおせぇちうは くっこさぇゃうかぬくけ こさうこぇさおけゃぇくくにた ぇゃすけきけ-
ぉうかっえ う うた たさぇくっくうっ ゃ すっつっくうっ こっさゃにた しせすけお こさけういゃけょはすしは ぉっしこかぇすくけ. 
¨ょくぇおけ, こけ しかけゃぇき いぇきっしすうすっかは きうくうしすさぇ すさぇくしこけさすぇ ′うおけかぇは ┿しぇせかう-
くぇ, けす ねすけゅけ ぉにかけ さってっくけ けすおぇいぇすぬしは, すぇお おぇお ぉのょあっすに しせぉなっおすけゃ [《 
ぉけかぬてっ くっ きけゅせす しせぉしうょうさけゃぇすぬ こけょけぉくにっ すさぇすに. ╁ しゃはいう し ねすうき くっ ゃしっ 
きぇてうくに, くぇさせてぇのとうっ ‶╃╃, せゃけいはすしは くぇ てすさぇそしすけはくおう.

"╁っさけはすくけしすぬ すけゅけ, つすけ ねゃぇおせうさせのす ぇゃすけきけぉうかぬ くっ しすけこさけちっくすくぇは. 
′せあくけ ねゃぇおせうさけゃぇすぬ ゃしった, おすけ くぇさせてぇっす, ぇ きに ねゃぇおせうさせっき さけゃくけ 
しすけかぬおけ, しおけかぬおけ っしすぬ ょっくっゅ ゃ ぉのょあっすっ", – ちうすうさせっす しかけゃぇ ┿しぇせかうくぇ 
ぇゅっくすしすゃけ [╇┿ ′けゃけしすう. 』うくけゃくうお すぇおあっ ょけぉぇゃうか, つすけ, くぇこさうきっさ, ゃ 
]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ くぇ ねゃぇおせぇちうの きぇてうく しっえつぇし すさぇすうすしは 200 きうかかうけ-
くけゃ させぉかっえ, すけゅょぇ おぇお くぇ ねすう ちっかう くっけぉたけょうきけ ゃにょっかはすぬ 500 きうかかう-
けくけゃ させぉかっえ.

′けゃにえ いぇおけく すぇおあっ こさっょせしきぇすさうゃぇっす こけゃにてっくうっ てすさぇそけゃ いぇ くぇさせ-
てっくうっ ‶╃╃ し 1 うのかは 2012 ゅけょぇ. ╁ しけけすゃっすしすゃうう し ょけおせきっくすけき いぇ けしすぇ-
くけゃおせ くぇ きけしすせ, こせすっこさけゃけょっ うかう こけょ くうき し ゃけょうすっかっえ ぉせょせす ゃいうきぇすぬ 
くっ 100 させぉかっえ, おぇお しっえつぇし, ぇ 300 させぉかっえ, こさう ねすけき ゃ ╋けしおゃっ う ]ぇくおす-
‶っすっさぉせさゅっ いぇ すぇおけっ あっ くぇさせてっくうっ こさうょひすしは いぇこかぇすうすぬ 2500 させぉかっえ.

ぁおしこっさすに けすきっつぇのす, つすけ ゃ ぉけさぬぉっ し こさけぉおぇきう すぇおうっ きっさに きけゅせす こけ-
きけつぬ. ′け ゃさはょ かう しうかぬくけ – ぇゃすけきけぉうかうしすに しすぇゃはす きぇてうくに, ゅょっ こさう-
ょひすしは, くっ うい こさうたけすう, ぇ うい-いぇ けすしせすしすゃうは うくそさぇしすさせおすせさに. "′っ たゃぇすぇっす 
こぇさおけゃけつくにた きっしす, くっす ぇかぬすっさくぇすうゃくにた しすけはくけお. ╇ こけおぇ せ くぇし ゅけしせょぇさ-
しすゃけ しつうすぇっす, つすけ っょうくしすゃっくくにえ きっすけょ ぉけさぬぉに – ゃにおぇつうゃぇくうっ ょっくっゅ 
し ぇゃすけきけぉうかうしすけゃ, くうおぇおうた ういきっくっくうえ, お しけあぇかっくうの, くっ ぉせょっす", – いぇ-
はゃうか ゃうちっ-こさっいうょっくす ╉けきうすっすぇ いぇとうすに こさぇゃ ぇゃすけきけぉうかうしすけゃ ┿かっお-
しぇくょさ 》けかけょけゃ. 

┫┤┮┲┱┿, ┮┲┶┲┴┿┩ ┱┤┵ ┲┪┬┨┤╂┶
╁ ぁ〈¨╋ ゅけょせ こさっょこけかぇゅぇっすしは こさうくはすぬ さはょ こけこさぇゃけお ゃ ╉け-

ょっおし [《 けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくにた こさぇゃけくぇさせてっくうはた, さぇい-
さぇぉけすぇすぬ っょうくにえ しすぇくょぇさす ょかは ゃしった ゃうょけゃ ぇゃすけしすさぇたけゃぇくうは, 
せこさけしすうすぬ こさけちっょせさせ けこかぇすに てすさぇそけゃ. 

′┿╉┿╆┿′╇ぅ ]╃╄╊┿ぃ〈 ]〈[¨╅╄ 
′ぇ さぇししきけすさっくうう ╂けしょせきに くぇたけょうすしは けおけかけ ょゃせた ょっしはすおけゃ さぇいかうつくにた 

こけこさぇゃけお ゃ ╉け┿‶ [《, おぇしぇのとうたしは ぇゃすけきけぉうかうしすけゃ. ╁ つぇしすくけしすう, しぇくお-
ちうう いぇ こぇさおけゃおせ くぇ けしすぇくけゃおぇた けぉとっしすゃっくくけゅけ すさぇくしこけさすぇ うかう ぉかうあっ 
つっき 15 きっすさけゃ お くうき こさっょかぇゅぇっすしは せゃっかうつうすぬ しけ 100 ょけ 300 させぉかっえ. ]け 
100 ょけ 1000 させぉかっえ くぇきっつっくけ こけゃにしうすぬ てすさぇそ いぇ ゃにっいょ くぇ いぇぉうすにえ 
すさぇくしこけさすけき こっさっおさひしすけお う ょけ 500 – いぇ こっさっしっつっくうっ しすけこ-かうくうう. ‶け-
きうきけ ねすけゅけ し 700 ょけ 2000 させぉかっえ きけあっす ゃにさぇしすう くぇおぇいぇくうっ いぇ こさけっいょ 
くぇ おさぇしくにえ しゃっす. ╄いょぇ こけ すさけすせぇさぇき う こぇさおけゃおぇ ゃ すさっすぬっき さはょせ ぉせょっす 
ゅさけいうすぬ かうてっくうっき こさぇゃ くぇ こけかゅけょぇ (しっえつぇし いぇ ねすう くぇさせてっくうは こけかけあっく 
てすさぇそ ゃ 2000 う 100 させぉかっえ しけけすゃっすしすゃっくくけ). 

【すさぇそ いぇ こさっゃにてっくうっ しおけさけしすう ぉけかっっ つっき くぇ 60 おき/つ こかぇくうさせっす-
しは こけゃにしうすぬ ょけ 5000 させぉかっえ (ゃ くぇしすけはとっっ ゃさっきは 2500 うかう かうてっくうっ 
こさぇゃ くぇ 4-6 きっしはちっゃ). ′っこさうしすひゅくせすにえ さっきっくぬ ぉっいけこぇしくけしすう けぉけえょひすしは 
ゃ 1000 させぉかっえ, ぇ さぇいゅけゃけさ こけ すっかっそけくせ ぉっい うしこけかぬいけゃぇくうは しうしすっきに 
“hands-free” – ゃ 700. 

╄しすぬ う ゃいぇうきけうしおかのつぇのとうっ いぇおけくけこさけっおすに. ╉ こさうきっさせ, けょうく ょけおせ-
きっくす こけょさぇいせきっゃぇっす, つすけ ゃ しかせつぇっ さぇしおぇはくうは ゃけょうすっかは う こさういくぇくうは うき 
しゃけっえ ゃうくに てすさぇそ いぇ くぇさせてっくうっ ‶╃╃ きけあっす ぉにすぬ ゃにこうしぇく すけかぬおけ こけ 
くうあくっえ こかぇくおっ しぇくおちうえ, こさっょせしきけすさっくくにた ゃ ╉け┿‶. ┿ ゃけす ぇゃすけさに ょさせゅうた 
こけこさぇゃけお たけすはす ゃけけぉとっ けすおぇいぇすぬしは けす ゃうかおう くぇおぇいぇくうえ, せしすぇくけゃかっくくけえ 
ゃ ╉けょっおしっ, う ゃゃっしすう そうおしうさけゃぇくくにっ しせききに てすさぇそけゃ. 

╁こけかくっ ゃっさけはすくけ, つすけ ゃ 2011 ゅけょせ ぉせょっす ゃくけゃぬ せしすぇくけゃかっくぇ きうくう-
きぇかぬくけ ょけこせしすうきぇは ょけいぇ ぇかおけゅけかは ゃ おさけゃう ゃけょうすっかは. ╆ぇけょくけ こさっょこけ-
かぇゅぇっすしは ょうそそっさっくちうさけゃぇすぬ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ せこさぇゃかっくうっ きぇてうくけえ 
ゃ くっすさっいゃけき ゃうょっ ゃ いぇゃうしうきけしすう けす しすっこっくう けこぬはくっくうは – けす おさせこくけゅけ 
てすさぇそぇ ょけ こけあういくっくくけゅけ かうてっくうは こさぇゃ う おけくそうしおぇちうう きぇてうくに. 

〈[¨《╇-[╄╈╃

ÌÎÒÎÐÛ ÂÇÐÅÂÅËÈ Â ØÈËÎÂÊÅ
╀╄[┱╆¨╁]╉╇╄ 』┿】╇ ╇ ╀¨╊¨〈┿ ‶[╇╁╊╄╉┿ぃ〈 ]‶¨[〈]╋╄′¨╁ ]¨ ╁]╄╈ [¨]]╇╇ 

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ こさっょけしすぇゃかっくけ けさゅぇくういぇすけさぇきう

╁ ╋╇′〉╁【╇╄ こさぇいょくうおう 【うかけゃしおうえ さぇえけく けゅかぇしうかしは 
きけとくにき さひゃけき ょゃうゅぇすっかっえ: ねすけ ゃ こうけくっさかぇゅっさっ «╆ぇさ-

くうちぇ» しすぇさすけゃぇか II ねすぇこ 』っきこうけくぇすぇ [けししうう 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 «ATV-すさけそう 2011», けさゅぇくういけゃぇくくにえ 
OFF ROAD おかせぉけき ゅけさけょぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. 

′ぇ すさぇししせ «ATV-すさけそう 2011» 
ゃにてかう 24 せつぇしすくうおぇ うい ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅぇ, ]せさゅせすぇ, ]くっあうくしおぇ, 
‶っさゃけせさぇかぬしおぇ, 』っかはぉうくしおぇ. ╁ 
すっつっくうっ ょゃせた こさぇいょくうつくにた きぇえ-
しおうた ょくっえ しこけさすしきっくに こさけて-
かう けおけかけ 200 おき ぉっいょけさけあぬは, 
ゃおかのつぇは くっしおけかぬおけ しこっちせつぇしす-
おけゃ. ′ぇ すさぇししっ ぉにかけ ぉけかぬてけっ 
おけかうつっしすゃけ ゃけょくにた こさっこはすしすゃうえ 
う いぇぉけかけつっくくにた こさけしっお.

]けさっゃくけゃぇくうっ こさけたけょうかけ ゃ 
ょゃせた しすぇすせしぇた. ╁ さぇきおぇた II ねすぇこぇ 
』っきこうけくぇすぇ [けししうう いぇつひす しけしすけ-
はかしは すけかぬおけ ゃ おぇすっゅけさうう ATV-
open (おゃぇょさけちうおかに, しこっちうぇかぬくけ 
こけょゅけすけゃかっくくにっ ょかは すさけそう), ぇ 
ゃ I ねすぇこっ ╉せぉおぇ 〉さぇかぇ しこけさすしきっ-
くに ぉけさけかうしぬ いぇ こさういけゃにっ きっしすぇ 
ゃ ょゃせた おぇすっゅけさうはた: ATV-original 
(しすぇくょぇさすくにっ おゃぇょさけちうおかに) う 
ATV-open.

– 〈け, つすけ ゃにぉけさ けさゅぇくういぇすけ-
さけゃ こぇか くぇ ぉっさひいけゃしおせの すさぇししせ, 
けぉなはしくはっすしは っひ ゃにしけおけえ しかけあ-
くけしすぬの, ぇ ねすけ ゃぇあくけ ょかは しけさっゃ-
くけゃぇくうえ ゃしっさけししうえしおけゅけ せさけゃくは. 
╉さけきっ すけゅけ, ぉけかぬてうき こかのしけき 
はゃかはっすしは せょけぉしすゃけ さぇしこけかけあっ-
くうは ぉぇいけゃけゅけ かぇゅっさは ゃ こうけくっさ-
かぇゅっさっ «╆ぇさくうちぇ», すぇお おぇお しけ-
ゃしっき さはょけき くぇつうくぇっすしは かっし う, 
しけけすゃっすしすゃっくくけ, かっゅおけょけしすせこくけ 
ょかは しせょっえ う せつぇしすくうおけゃ きっしすけ 
しすぇさすぇ, – ゅけゃけさうす けさゅぇくういぇすけさ 
しけさっゃくけゃぇくうは, こさっいうょっくす OFF 
ROAD おかせぉぇ (ゅけさけょ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅ) ¨かっゅ ╋ぇえけさけゃ.

〈さけそう-さっえょに さけししうえしおけゅけ 
せさけゃくは くっ こっさゃにえ さぇい こさけゃけ-
ょはすしは ゃ ╀っさひいけゃしおけき. 〈ぇお, ゃ 
こさけてかけき ゅけょせ うい こうけくっさかぇゅっさは 
«╆ぇさくうちぇ» しすぇさすけゃぇか すさけそう-

さっえょ くぇ おゃぇょさけちうおかぇた «Canam-
Trophy Russia-2010». ┿ ゃ 2008-けき 
うい ]すぇさけこにてきうくしおぇ さゃぇくせかう ょかは 
こさっけょけかっくうは ょうしすぇくちうう しこけさ-
すしきっくに くぇ ゃくっょけさけあくうおぇた ゃ 
さぇきおぇた さけししうえしおけゅけ こっさゃっくしすゃぇ 
«╁けゅせかぬしおうっ ょっぉさう».

╄しかう ゃに ょせきぇっすっ, つすけ ゃ ╀っさひ-
いけゃしおけき くっす しゃけうた «すさけそうしすけゃ», 
すけ ゅかせぉけおけ いぇぉかせあょぇっすっしぬ: けくう 
っしすぬ, こさうつひき しこけしけぉくに しすぇくけ-
ゃうすぬしは こさういひさぇきう くぇ さけししうえ-
しおけき せさけゃくっ. ╁ こさけてかけき ゅけょせ 
くぇ «Canam-Trophy Russia-2010» 
ぉっさひいけゃしおうえ ねおうこぇあ ゃ しけしすぇ-
ゃっ ╃きうすさうは ╀ぇしぇかゅうくぇ う ┿かっお-
しぇくょさぇ ╉ぇかせゅうくぇ いぇくはか こっさゃけっ 
きっしすけ ゃ おぇすっゅけさうう ATV-twin. ′ぇ 
くにくってくうた しけさっゃくけゃぇくうはた くぇてう 
しこけさすしきっくに, お しけあぇかっくうの, こさう-
しせすしすゃけゃぇかう すけかぬおけ ゃ おぇつっしすゃっ 
ぉけかっかぬとうおけゃ.

╀っさっいけゃつぇくっ しきけゅせす こけぉけかっすぬ 
いぇ こさうゅかはくせゃてせのしは おけきぇくょせ 
すぇおあっ 13-15 きぇは, おけゅょぇ うい こうけ-
くっさかぇゅっさは «╆ぇさくうちぇ» しすぇさすせっす I 
ねすぇこ ╉せぉおぇ 〉さぇかぇ こけ すさけそう-さっえ-
ょぇき くぇ ゃくっょけさけあくうおぇた «Super-
Trophy-2011».

′┿ 〈[┿]]╄ 
‶[╇【╊¨]を ′╄╊╄╂╉¨
╁ こっさゃにえ あっ ょっくぬ ねすぇこ 』っき-

こうけくぇすぇ [けししうう いぇおけくつうかしは ょかは 
ょゃせた ねおうこぇあっえ – ねすけ ╋うたっっゃ 
╃っくうし/╋せしすぇっゃ ╋ぇおしうき う ╁けし-
すさはおけゃ ┿さすひき/〈ぇさぇぉぇさうく ╉うさうかか 
(おぇすっゅけさうは ATV-けpen). ╃っくうし し 
╋ぇおしうきけき ょけこせしすうかう けてうぉおせ 
ゃ つすっくうう かっゅっくょに (すぇお くぇいに-
ゃぇっきけえ «ょけさけあくけえ おくうゅう») う 
こさけったぇかう きぇさてさせす ゃ けぉさぇすくけき 
くぇこさぇゃかっくうう. ぁおうこぇあ ┿さすひきぇ 
う ╉うさうかかぇ くぇ しっさっょうくっ すさぇししに 

こけすっさはか ねかっおすさけくくにえ つうこ しうしすっ-
きに SFR, けすきっつぇのとうえ ゃさっきは, ゃ 
さっいせかぬすぇすっ つっゅけ けくう すけあっ ぉにかう 
ゃにくせあょっくに しけえすう し ょうしすぇくちうう. 

╄とひ けょくぇ こけすっさは つうこぇ, けょくぇおけ, 
くっ けしすぇくけゃうかぇ ょさせゅせの おけきぇくょせ: 
┿かっおしぇくょさ 【せたぇさょうく う ┿かっおしっえ 
》ゃぇすぇっゃ けぉくぇさせあうかう せすさぇすせ くっ-
ょぇかっおけ けす しすぇさすぇ, つすけ こけいゃけかうかけ 
うき ゃっさくせすぬしは ゃ ぉぇいけゃにえ かぇゅっさぬ, 
いぇきっくうすぬ つうこ う こさけょけかあうすぬ ゅけく-
おせ. ╁ うすけゅっ, ゃ おぇすっゅけさうう ATV-けpen 
せょぇつぇ せかにぉくせかぇしぬ うきっくくけ うき, う 
こけ さっいせかぬすぇすぇき ょゃせた ょくっえ けくう 
いぇくはかう こっさゃけっ きっしすけ. ′ぇ ゃすけ-
させの しすせこっくぬ こぬっょっしすぇかぇ こけつひすぇ 
こけょくはかしは ねおうこぇあ ぅきぇたぇ 『っくすさぇ 
(ゅけさけょ ╄おぇすっさうくぉせさゅ) «╊╇╂┿ 
╋¨〈¨[¨╁» – ┿かっおしっえ ╉せつおけゃ う 
′うおけかぇえ 』せさうく. 〈さっすぬうきう ゃけ II 
ねすぇこっ 』っきこうけくぇすぇ [けししうう しすぇかう 
]すぇくうしかぇゃ ╉せさっくおけゃ う ╁うおすけさ 
]ぇさぇこうく.

╁ いぇつひすっ ╉せぉおぇ 〉さぇかぇ うくすさう-
ゅぇ しけたさぇくはかぇしぬ ょけ こけしかっょくっゅけ 
しこっちせつぇしすおぇ: かうょっさに きっくはかうしぬ し 
いぇゃうょくにき こけしすけはくしすゃけき. ′っ こけ-
ゃっいかけ ねおうこぇあぇき ╋うすはてうく ┿くすけく/
╀ぇあせおけゃ ぃさうえ う ╀ぇさぇくけゃ ′うおけ-
かぇえ/╀っさっいうく ̈ かっゅ (おぇすっゅけさうは ATV-
original) – うい-いぇ こけかけきけお すったくうおう 
けくう くっ しきけゅかう こけこぇしすぬ ゃ すさけえおせ 
かせつてうた. ╁ょせきつうゃけっ う ぇおおせさぇすくけっ 
こさけたけあょっくうっ こさっこはすしすゃうえ こけきけゅ-
かけ くけゃうつおぇき しけさっゃくけゃぇくうは こけおぇ-
いぇすぬ たけさけてうっ さっいせかぬすぇすに: ねおうこぇ-
あせ ]ぇうすけゃにた, ┿くすけくせ う ┿かっおしっの 
(おぇすっゅけさうは ATV-けpen) う ねおうこぇあせ 
╋ぇしかけゃ ┿かっおしぇくょさ/┿こすっさ ╂さうゅけ-
さうえ (ATV-original). 

╁くけゃぬ うしこにすぇすぬ しゃけう しうかに 
せつぇしすくうおう しきけゅせす くぇ II ねすぇこっ 
╉せぉおぇ 〉さぇかぇ 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, いぇつひす おけすけさけゅけ 
しけしすけうすしは ゃ さぇきおぇた I ねすぇこぇ ¨す-
おさにすけえ ゃくっょけさけあくけえ おゃぇょさけしっ-
さうう Can-Am Trophy Russia 2011 ゃ 
』っかはぉうくしおけえ けぉかぇしすう. 

- Срок обучения 2,5 месяца
- Доступные цены от 18 т.р.
- Поэтапная оплата, рассрочка платежа
- Своя площадка учебной езды
- Обучение вождению в удобное для ВАС время
- Индивидуальный подход к каждому обучаемому
- Возможна дополнительная индивидуальная подготовка

По интересующим вопросам обращаться по телефону

8-902-26-24-513 РЕКЛАМА

Проводим набор на курсы подготовки 

водителей категории «В» 

(легковой автомобиль)

!
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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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けさけゃぇ. 8-908-63-37-284.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けいかはすぇ. 8-902-26-61-850.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ, ′╀‶. 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきっとっくうっ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
22, 100 き2. 8-922-13-30-332.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 1-おけきく. おゃ. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 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 いぇしすっおかっく, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃っさっゃ. ょけき, 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52, こ. 【うかけゃおぇ, 4 
しけす., 2-ねす. ょけき, ぉぇくは, 2 すっこかうちに, ち. 
650 す.さ. 8-922-61-37-751.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, お/し わ94, 6 しけす., ょけさけゅぇ, 
ねか-ゃけ, 44 おゃぇさすぇか. 8-922-22-38-628.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つぇしすけお, 17 しけす., こ. ╊せぉはくけえ, ょけき, 
ぉぇくは. 8-922-60-08-040. 

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, 27,3 き2, ]けしくけゃにえ ぉけさ, 
しけぉしすゃっくくうお. 8-912-67-77-782.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀さうゅぇょぇ おぇきっくとうおけゃ. 8-908-

91-24-033.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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, しさせぉに: 
3た2,7, 3た3, 4た3, 5た6. 8-953-38-94-
611.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈ゃうくぉかけお ゃ おけか-ゃっ 26 き3 こけ 
ちっくっ 2300 させぉ. 8-904-54-45-079.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けいぬっ きけかけおけ. 8-902-26-61-850.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╁┿╆-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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けえけすぇ おけさけかかぇ, ┿╉‶‶, 2002 
ゅ.ゃ., ねか. こけょけゅさっゃ, きせいにおぇ, しうゅくぇかう-

いぇちうは し ぇゃすけいぇこせしおけき, ょゃ. 1,6. ╇かう 
けぉきっく くぇ ゅ/こ ╂┿╆っかぬ けす 2007 ゅ.ゃ. 
8-922-20-69-077.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っつぬ ょかは ぉぇくう (くっさあ.), ぉ/せ. 
8-912-60-07-999.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお JSB. 
8-909-00-92-305.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけおさぇく 14 す, 16 き しすさっかぇ, 
╉┿╋┿╆ しぇきけしゃぇか, ╉┿╋┿╆ こけ-

かせこさうちっこ. 8-922-15-41-956.

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう╂させいけこっさっゃけいおう

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╅うゃけすくにっ

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

〉すっさう

]こっちすったくうおぇ

‶さけょせおすに こうすぇくうは

〈さぇくしこけさす

14 ìàÿ
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[ぇいくけっ

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

• 〉すっさはく こぇおっす ょけおせきっくすけゃ くぇ 
うきは 』うくはおけゃぇ ╁うおすけさぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ. 
‶さけしうき ゃっさくせすぬ いぇ ゃけいくぇゅさぇあ-

ょっくうっ. 8-953-00-43-702.
[╄╉╊┿╋┿

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 

ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÒÎÐÔ.

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ È ÄÐ.

┨┲┵┶┤┦┮┤

8-902-44-37-373

[╄
╉╊

┿╋
┿

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦ 
┵┮┤┯┤, 

┻┩┴┱┲┫┩┰ 
┶┲┴┸, ┨┴┲┦┤
8-902-87-07-883

[╄
╉╊

┿╋
┿

′ぇ けしくけゃぇくうう しす. 34 ╆╉ [《 う «‶けさはょおぇ こさっょけしすぇゃかっくうは いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ ょかは ちっかっえ, くっ しゃはいぇくくにた しけ しすさけうすっかぬしすゃけき», せすゃっさあょっくくけゅけ さっ-

てっくうっき ╃せきに わ73 けす 20.08.09 ゅ., ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき 
╀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 うくそけさきうさせっす け こけしすせこかっくうう いぇはゃかっくうえ け 
こさっょけしすぇゃかっくうう いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ ょかは ゃっょっくうは かうつくけゅけ こけょしけぉくけゅけ たけ-

いはえしすゃぇ, さぇしこけかけあっくくにた ゃ こ. ╊けしうくけき ょゃぇ いっきっかぬくにた せつぇしすおぇ こけ せか. 『ゃっ-

すけつくけえ; し こさぇゃけえ しすけさけくに けす いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ こけ せか. ╋ったぇくうおけゃ, 1ぉ; こ. 
]ぇさぇこせかおぇ, こっさ. ╀ぇあけゃぇ, 5ぇ; こ. ╉かのつっゃしおっ しこさぇゃぇ けす いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 
わ51 こけ せか. 〈させょけゃけえ, せか. 【おけかぬくぇは, 19; こ. ¨しすさけゃくけっ ゃ 110 き くぇ しっゃっさ けす 
いょぇくうは ╋¨〉 «¨しくけゃくぇは けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくぇは ておけかぇ わ18» こけ せか. ╉さにかけ-

しけゃぇ, 17; こ. ╉っょさけゃおぇ ゃ 80 き くぇ ゃけしすけお けす あうかけゅけ ょけきぇ こけ せか. ′ぇゅけさくけえ, 3ぇ, 
ぇ すぇおあっ いっきっかぬくにっ せつぇしすおう ょかは ゃっょっくうは けゅけさけょくうつっしすゃぇ ゃ こ. ]すぇさけこにて-

きうくしおっ ゃ 27 き くぇ ゃけしすけお けす あうかけゅけ ょけきぇ こけ せか. ]けゃっすしおけえ, 10ぇ, し しけぉかのょっ-

くうっき けたさぇくくけえ いけくに ╁╊ 0,4 お╁ う こさうぉさっあくけえ いぇとうすくけえ こけかけしに さ. ‶にてきに; 
こ. ]すぇくけゃぇは ゃ 34 き くぇ のゅけ-ゃけしすけお けす あうかけゅけ ょけきぇ こけ せか. ╁けしすけつくけえ, 6.

[╄╉╊┿╋┿

www.terra_ekb.ru
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ゃにゃっいっき う 
ゃにくっしっき

(343) 361-15-10

7brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
14 ìàÿ

2011 ãîäà

╁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 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

• ╁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.

• ╋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.

• ╁ 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.

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

”“ ｇ）＊°℃＠°§ｇ ★○％℃＊°▲°＄◎ §° ○°′☆◎◇┺ 
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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, 8-902-87-99-142

• ¨たさぇくくうおう (あっく., きせあ.), ょう-

こかけき, おゃぇかうそうおぇちうは, さぇぉけすぇ くぇ 
′╀‶, 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.

• ¨そうし-おけくしせかぬすぇくす. 8-965-

53-31-612.

• ╂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.

• ¨さゅぇくういぇちうう こけ ういゅけすけゃかっくうの 
しゃっすけこさけいさぇつくにた おけくしすさせおちうえ すさっ-

ぉせのすしは ゅさせいつうお, さぇいくけさぇぉけつうえ. 
(343) 378-96-27, 8-922-60-78-745.

• [ぇいくけさぇぉけつうっ. 8-902-40-93-907.

• «┿╁] ゅさせここ» すさっぉせのすしは せぉけさ-
とうちぇ けそ. こけきっとっくうえ, けたさぇく-
くうお. 〈さっぉけゃぇくうは: けこにす さぇぉけすに, 
ぉっい ゃ/こ, い/こ ょけしす. 8-912-61-08-015.

[╄╉╊┿╋┿

• «┿╁] ゅさせここ» すさっぉせのすしは しこっちう-
ぇかうしすに-せくうゃっさしぇかに こけ しすさけう-
すっかぬくにき さぇぉけすぇき. 〈さっぉけゃぇくうは: 
ゃけいさ. けす 30 ょけ 50, か/ぇ, けこにす しすさけ-

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ "╉せこぇゃせ" (ちっくすさ), 
しぇく. おくうあおぇ けぉはいぇすっかぬくぇ, ゅさぇそうお 
7/7, し 9.00 ょけ 21.00 つ., こさけょぇあぇ 
たけす-ょけゅけゃ, てぇせさきに, ぉかうくけゃ, しけ-

こせすしすゃせのとうた すけゃぇさけゃ, い/こ けそうち. 
(けおかぇょ 7000 させぉ. + %). 8-922-10-
72-301.

┿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
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Сейф-?вери, реBетки, 
ворота, 

кованые из?елия
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

(き-く ╉うさけゃしおうえ, 2 ねすぇあ)
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′ぇゃけい 
おけくしおうえ 

ゃ きっておぇた [╄
╉╊
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┿

╀っさっいけゃしおうえ いぇゃけょ きぇてうくけしすさけうすっかぬくにた おけくしすさせおちうえ 

«Áåðìàø» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

◊ しかっしぇさは-さっきけくすくうおぇ こけ さっきけくすせ すったくけかけゅうつっしおけゅけ 
けぉけさせょけゃぇくうは 4-6 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ ねかっおすさけきけくすっさぇ し ゅさせここけえ ょけこせしおぇ ょけ 1000 V 
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ うくあっくっさぇ-おけくしすさせおすけさぇ
いくぇくうっ «╉けきこぇし» けぉはいぇすっかぬくけ, けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ うくあっくっさぇ-すったくけかけゅぇ
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ こけょしけぉくけゅけ さぇぉけつっゅけ
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ けこっさぇすけさぇ くぇ かうしすけゅうぉけつくにえ こさっしし し 』‶〉
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ けこっさぇすけさぇ せしすぇくけゃおう かぇいっさくけえ さっいおう し 』‶〉
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
╀っい ゃさっょくにた こさうゃにつっお. ‶けかくにえ しけちうぇかぬくにえ こぇおっす. 

╁けいきけあくぇ ょけしすぇゃおぇ ぇゃすけすさぇくしこけさすけき こさっょこさうはすうは.
╋っしすけ くぇたけあょっくうは: こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 1ぇ 

(すっささうすけさうは ¨┿¨ «╋けくっすくにえ すさぇおすけさけさっきけくすくにえ いぇゃけょ»)

8 (34369) 3-49-36, 
3-41-66, 8-919-36-69-546

[╄
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┿╋
┿

ケザ "ズゲヂ" ┒┐┅━┓┅┒┑┟:

ヅ┅┇┞┌┅ │┛┑┛┋─┒├ ┍─ ┝┋. ─┄┐┅┑: mta@sfmir.ru
ゼ┅┑┒┎ ┐─━┎┒┛: ┏. プ┈┋┎│┊─

8 (34369) 4-74-42, 213-22-22, 8-929-22-09-404

¨こっさぇすけさ 
さぇしそぇしけゃけつくけゅけ-せこぇおけゃけつくけゅけ ぇここぇさぇすぇ

┌┓┆┗┈┍─, ┎┏┛┒ ┐─━┎┒┛ ┑ ┏┐┎┄┓┊┒─┌┈ ┏┈┒─┍┈┟ 
(┎┐┅┕┈, ┑┓┕┎└┐┓┊┒┛, ┊┎┍┄┈┒┅┐┊─) ━┎┋┅┅ 5 ┋┅┒ ┈ ┇┍─┍┈┅ ┑┒─┍┊┎│ 

ブヂバ ┎━┟┇─┒┅┋├┍┛, ┑│┎┉ ─│┒┎┌┎━┈┋├, ┑─┍. ┊┍┈┆┊─.

╃¨]〈┿╁╉┿ ╉┿╋┿╆¨╋

╁｠╁╄╆╄╋ ╋〉]¨[ ] ╆┿╂[〉╆╉¨╈

8-952-14-01-097

¨すしっゃ
】っぉっくぬ
【‶]
]おぇかぇ
′ぇゃけい

〈けさそ
╆っきかは
‶っさっゅくけえ
╃さっしゃぇ
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┿

ぁえそっかぬくにえ こっしけお

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.ru
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╄かっくぇ ╋ぇかにてっゃぇ
╁っょせとぇは こさけゅさぇききに

"╆ょけさけゃぬっ"

』『《ぁ〉《 』╉╅〈
2-┉┍┋┌〞┑┌┒┝ ┉━〞┏┑┇┏┒ 

━ ヅ┍━┄┑┐┉┍┋ ┋┉┏┌.
8-961-77-30-506 [╄

╉╊
┿╋

┿



〉』[╄╃╇〈╄╊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 66183. 〈うさぇあ 2885 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

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

14 ìàÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

╅〉 «〈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



[╄
╉╊

┿╋
┿

Тепли@ы
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 м

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014

[╄
╉╊

┿╋
┿

┨〉『』╄╆‶╄!
どÜëâ, ÖíçÜ£,

ôñëÖÜ£ñ½, ÇëÜÖö, 
àñßñÖá, Üöïñç, 

ï¡í¿í, äñïÜ¡, 
Üäó¿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿

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

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

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

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

1300

14
00

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

[╄╉╊┿╋┿

』ぇしに さぇぉけすに:

‶′-‶〈
]╀
╁]

し 9 ょけ 20 つ.

し 10 ょけ 17 つ.

し 10 ょけ 16 つ.

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅»

｠しかい
(せかさそせおけぬけみ)

┄┋┟ ┊┎┐┌─ 
┆┈│┎┒┍┛┕

8-950-65-41-363

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

╉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

[╄
╉╊

┿╋
┿

けす 6500 させぉ.
РеBетки,  заборы,  ворота,  

лестни@ы,  козырCки

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

づぎとずんぜん

НBADB? P?GU!
Д<HJ?P FHEH>?@B (ME. Т?:LJ:EVG:Y, 7)

〈のかぬ, けさゅぇくいぇ, 
くぇぉけさに てすけさ, こけおさにゃぇかぇ, 

こけしすっかぬくけっ ぉっかぬっ.

16 F:Y K 9.00 >H 19.00 

Р:KIJH>:@:!
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╉╊

┿╋
┿

Ñåçîííûå ñêèäêè!
21 мая с 10.00 до 19.00 часов 

во Дворце молодежи 
(ул. Театральная, 7)

“☆●◎☆％◎●↑ ″※●◎°″＆°┽★○☆￥°¢°
¢＄§●＆％□ ★°＊〒◎☆┸ ″＄◎○☆″☆＆┸ 

★＊°▽＄＃┸ ＆◇○◎☆＆
● ぱは ★☆ びび ○°£＠＄○

″＄￥◇▽％□ ○☆●●％＃●＆％□ 
★○☆％£″☆￥％◎＄＊＄＃┻

[╄
╉╊

┿╋
┿

‘☆£￥○°″＊↑＄＠ ● §°●◎◇★°←▽％＠
じく┽＊＄◎§％＠ ←′％＊＄＄＠ 

″＄◎＄○°§° 々＄＊％＆☆＃ ‥◎＄△＄●◎″＄§§☆＃ ″☆＃§※
‖◇℃☆″※□ ～☆§●◎°§◎％§° “＄＠＄§☆″％△°┿

／§◎＄○＄●§※＠ ●◎°＊☆ ″○＄＠↑┸
‖＄◎↑◎ ●◎○＄＠％◎＄＊〒§☆ ℃☆￥°┻
々°＠ ★☆ ★＊＄△◇ ＊←′☆＄ ′○＄＠↑┸

‖←′☆＄ ℃☆○＄ ‒ §＄ ′＄￥°┻
々°● ● ←′％＊＄＄＠ ★☆£￥○°″＊↑＄＠

／ ＊＄◎ ￥☆ ●◎° ★○☆¢％◎〒 ¢＄＊°＄＠┿
┿ょきうくうしすさぇちうは, ]けゃっす ゃっすっさぇくけゃ
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╉╊

┿╋
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