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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
‶はすくうちぇ, 20 きぇは

¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 
ょくひき +9+11, くけつぬの +11+13

╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 5-7 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.

]せぉぉけすぇ, 21 きぇは
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき +15 +17, 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, 3-5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 734 きき さす.しす.

┿′′┿ ╉┿[╄′╇′┿ 
′┿ ‶╄[╄╉[┱]〈╉╄ 
╁]╄》 ╃¨[¨╂

7╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
1389 ゅけょ – せきっさ ╃きうすさうえ 

╃けくしおけえ, しにく ╇ゃぇくぇ II.
1484 ゅけょ – ゃ ╋けしおけゃしおけき 

╉さっきかっ こけ ゃっかっくうの ╁っかうおけゅけ 
おくはいは ╇けぇくくぇ III ╁ぇしうかぬっゃう-
つぇ いぇかけあっく ╀かぇゅけゃっとっくしおうえ 
しけぉけさ.

1712 ゅけょ – ╇きこっさぇすけさ 
‶ひすさ I こっさっくひし しすけかうちせ 
[けししうう うい ╋けしおゃに ゃ ]ぇくおす-
‶っすっさぉせさゅ.

1802 ゅけょ – せつさっあょっくぇ ゃにしてぇは 
くぇゅさぇょぇ 《さぇくちうう – けさょっく ‶けつひす-
くけゅけ かっゅうけくぇ.

┿[》╇┿╉〈〉┿╊を′¨!
1832 ゅけょ – さけょうかぇしぬ ╋ぇさうは 

‶せておうくぇ (╂ぇさすせくゅ), しすぇさてぇは 
ょけつぬ ‶せておうくぇ.

1890 ゅけょ – さけょうかしは 》け 【う 
╋うく, こっさゃにえ こさっいうょっくす ╃っきけ-
おさぇすうつっしおけえ [っしこせぉかうおう ╁ぬっす-
くぇき. 

1910 ゅけょ – ╆っきかは こさけてかぇ つっ-
さっい たゃけしす おけきっすに ╂ぇかかっは.

1922 ゅけょ – しけいょぇくぇ こっさゃぇは 
こうけくっさしおぇは けさゅぇくういぇちうは, し 1926 
ゅけょぇ くぇいゃぇくくぇは ╁しっしけのいくけえ こう-
けくっさしおけえ けさゅぇくういぇちうっえ うきっくう 
╁.╇. ╊っくうくぇ.

МОЖЕМ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГАЗА
╉ぇお しけけぉとぇのす ゃ こさっしし-しかせあぉっ ╆┿¨ «〉さぇかしっゃっさゅぇい», ゅかぇゃくにえ こけ-

しすぇゃとうお «ゅけかせぉけゅけ すけこかうゃぇ» けぉかぇしすう ゅけすけゃ ゃゃっしすう ゃ ょっえしすゃうっ おさぇえくうっ 
きっさに – けゅさぇくうつっくうは くぇ こけしすぇゃおせ ゅぇいぇ いかけしすくにき くっこかぇすっかぬとうおぇき. 

]さっょう おさせこくっえてうた ょけかあくうおけゃ, せあっ こけかせつうゃてうた こさっょせこさっあょっくうは け 
こさっおさぇとっくうう こけしすぇゃけお ゅぇいぇ, — おけききせくぇかぬくにっ こさっょこさうはすうは ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ (けぉとうえ ょけかゅ けさゅぇくういぇちうえ ╅╉》 575,7 きかく させぉかっえ, おさせこくっえてうえ 
ょけかあくうお — ╄╋〉‶ «〈っこかけゃにっ しっすう» し いぇょけかあっくくけしすぬの 497 きかく させぉかっえ), 
′うあくっゅけ 〈ぇゅうかぇ (おさせこくっえてうえ ょけかあくうお — ╋〉‶ «〈ぇゅうかねくっさゅけ» し ょけかゅけき ゃ 
414 きかく させぉかっえ), ╀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 (¨¨¨ «╀っさひいけゃ-
しおうっ すっこかけゃにっ しっすう» し いぇょけかあっくくけしすぬの 33,4 きかく させぉかっえ) う す.ょ.

‶さけょけかあっくうっ すっきに – ゃ ぉかうあぇえてっき くけきっさっ ╀[.

〉╃┿[ «╉[╇]¨╋» ‶¨ ┿╁〈¨‶[¨╀╄╂〉 ╁ ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╋

Ï Ð È Å ÕÀ Ë È !
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

]¨╁]╄╋ くっょぇゃくけ くぇ けたさぇくせ こけさはょおぇ くぇ ょけさけゅぇた ╀╂¨ ゃしすぇか 
くけゃにえ せきくにえ こさうぉけさ ╉[╇]-‶. 《けすけさぇょぇさくにえ こっさっょゃうあ-

くけえ おけきこかっおし «╉[╇]-‶» こさっょくぇいくぇつっく ょかは ぇゃすけきぇすうつっしおけゅけ 
おけくすさけかは しおけさけしすくけゅけ さっあうきぇ う そけすけ- う ゃうょっけそうおしぇちうう くぇさせ-
てっくうえ ‶╃╃.

╉けきこかっおし «╉[╇]-‶» しけしすけうす うい 
こっさっょゃうあくけゅけ そけすけさぇょぇさぇ う きけ-
ぉうかぬくけゅけ こけしすぇ. 《けすけさぇょぇさ せしすぇ-
くぇゃかうゃぇっすしは くぇ けぉけつうくっ ょけさけゅう, 
くぇ すさっくけゅっ, おぇお けぉにつくぇは そけすけ- うかう 
ゃうょっけおぇきっさぇ. ‶けかせつっくくにっ ょぇくくにっ 
こけ さぇょうけおぇくぇかせ こっさっょぇのすしは くぇ きけ-
ぉうかぬくにえ こけしす (くけせすぉせお しけ しこっちうぇかぬ-
くにき こさけゅさぇききくにき けぉっしこっつっくうっき) 
くぇ さぇししすけはくうっ こけかすけさぇ おうかけきっすさぇ. 
]けすさせょくうおう ╃‶], くぇたけょはとうっしは くぇ 
さぇししすけはくうう こけかせすけさぇ おうかけきっすさけゃ けす 
そけすけさぇょぇさぇ, しこけおけえくけ きけゅせす けしすぇくけ-
ゃうすぬ くぇさせてうすっかは ょけさけあくけゅけ ょゃうあっ-
くうは う こさっょなはゃうすぬ ゃけょうすっかの ょけおぇ-
いぇすっかぬしすゃぇ っゅけ ゃうくに, う ょぇかぬくっえてうっ 
しこけさに ぉせょせす せあっ ぉっしこけかっいくに.

╃けこけかくうすっかぬくけえ そせくおちうっえ そけすけ-
さぇょぇさぇ はゃかはっすしは ぇゃすけきぇすうつっしおけっ 
さぇしこけいくぇゃぇくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくにた さっ-
ゅうしすさぇちうけくくにた くけきっさくにた いくぇおけゃ ぇゃ-
すけすさぇくしこけさすぇ こさう こさけゃっょっくうう けこっ-
さぇすうゃくけ-こけうしおけゃにた きっさけこさうはすうえ, 
さけいにしおっ せゅくぇくくにた うかう こけたうとっくくにた 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ, ぇ すぇおあっ さぇし-
おさにすうう こけ ゅけさはつうき しかっょぇき こさっしすせ-
こかっくうえ, しゃはいぇくくにた し うしこけかぬいけゃぇくう-
っき すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ. 

╉けきこかっおし «╉[╇]-‶» ういきっさはっす 
しおけさけしすぬ くぇ さぇししすけはくうう くっ きっくっっ 
150 きっすさけゃ. ╃うぇこぇいけく しおけさけしすっえ 
しけしすぇゃかはっす うくすっさゃぇか けす 20 ょけ 250 
おうかけきっすさけゃ ゃ つぇし. ′ぇ しおけさけしすう 
しゃにてっ 250 おうかけきっすさけゃ ゃ つぇし きけあ-
くけ けしすぇすぬしは くっいぇきっつっくくにき, っしかう 
すけさけこうすぬしは くぇ すけす しゃっす. ╁ こぇきはすう 
けすおかぇょにゃぇっすしは ょけ ょっしはすう すにしはつ おぇ-
ょさけゃ すっぇすさぇ ょけさけあくにた ょっえしすゃうえ. 
╄しかう しけすさせょくうおう ょけさけあくけえ しかせあ-
ぉに ゃにえょせす くぇ けたけすせ くけつぬの, すけ けくう 
しきけゅせす ゃうょっすぬ くぇさせてうすっかっえ おぇお 
ょくひき ぉかぇゅけょぇさは ゃしすさけっくくけえ うく-
そさぇおさぇしくけえ こけょしゃっすおっ.  

13 きぇは こさけてかぇ こっさゃぇは こさけぉぇ 
そけすけさぇょぇさくけゅけ おけきこかっおしぇ. ′ぇさはょ 
╃‶] さぇぉけすぇか くぇ ぇゃすけょけさけゅっ ╄╉┿╃–
╉けかぬちっゃぇは, 2. ‶け ょぇくくにき ╉[╇]-‶ お 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけえ けすゃっすしすゃっくくけ-
しすう こさうゃかっつっくけ 30 ゃけょうすっかっえ  いぇ 
くぇさせてっくうっ しおけさけしすくけゅけ さっあうきぇ. 
‶けかけゃうくぇ うい くうた – あっくとうくに.

╋っさけこさうはすうは ぉせょせす こさけゃけょうすぬしは 
っあっくっょっかぬくけ.

¨ しこっちうそうおっ さぇぉけすに ぉっさひ-
いけゃしおうた うくしこっおすけさけゃ ょけさけあ-
くけゅけ ょゃうあっくうは う くっおけすけさにた 
ぇおすせぇかぬくにた こさけぉかっきぇた くぇ 4 
しすさぇくうちっ ねすけゅけ くけきっさぇ さぇししおぇ-
いにゃぇっす しぇき くぇつぇかぬくうお ╂╇╀╃╃ 
]すぇくうしかぇゃ ╃はょのく.

╄しかう いぇそうおしうさけゃぇく そぇおす こさっゃにてっくうは しおけさけしすう, 
うくしこっおすけさ きけあっす さぇしこっつぇすぇすぬ こさけすけおけか 
う けすこさぇゃうすぬ こけ こけつすっ し せゃっょけきかっくうっき 

け ゃさせつっくうう ゃかぇょっかぬちせ

‶さうぉかういうすっかぬくけ すぇお ゃにゅかはょうす くぇ きけくうすけさっ 
おけきこぬのすっさぇ うくしこっおすけさぇ «いぇそうおしうさけゃぇくくにえ» 

こさうぉけさけき くぇさせてうすっかぬ
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すけさゅけゃかう しこうさすくにき ゃ 
くけつくけっ ゃさっきは? 』すけ ょっかぇすぬ, 
つすけぉに しくういうすぬ せさけゃっくぬ さぇし-
こさけしすさぇくっくうは ゃさっょくにた こさう-
ゃにつっお しさっょう ょっすっえ う こけょ-
さけしすおけゃ?

┿かっおしぇくょさ, あうすっかぬ こけしひか-
おぇ ╋けくっすくけゅけ:

– ′っ きけゅせ くっ けすおかうおくせすぬしは くぇ 
こせぉかうおぇちうの け ゃさっょっ すけさゅけゃかう 
ぇかおけゅけかっき ゃ くけつくけっ ゃさっきは. ‶けか-
くけしすぬの こけょょっさあうゃぇの かのょっえ, 
おけすけさにっ しつうすぇのす, つすけ っひ くせあ-
くけ こさっおさぇすうすぬ. ╉ しけあぇかっくうの, 
は しかうておけき たけさけてけ いくぇの, け つひき 
ゅけゃけさの: ょっしはすぬ かっす くぇいぇょ けおけかけ 
けょくけゅけ うい «おさせゅかけしせすけつくうおけゃ» 
くぇ ぁかぬきぇてっ せぉうかう きけっゅけ しにくぇ.

┿くょさっえ 》ぇさにぉうく, させおけゃけ-
ょうすっかぬ けぉとっしすゃっくくけゅけ そけく-
ょぇ «╀かぇゅけ»:

– 〈け, つすけ せさけゃっくぬ ぇかおけゅけかう-
いぇちうう しさっょう こけょさけしすおけゃ さぇ-
しすひす, けしけぉっくくけ いぇきっすくけ くぇ こさう-
きっさっ こけしひかおけゃ. ぅ こけょょっさあうゃぇの 
こけいうちうの うくしこっおちうう こけ ょっかぇき 
くっしけゃっさてっくくけかっすくうた けすくけしう-
すっかぬくけ ゃさっょぇ おさせゅかけしせすけつくけえ 
すけさゅけゃかう ぇかおけゅけかっき う ゃにしすせ-
こぇの いぇ っひ いぇこさっす. 

¨かぬゅぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ, あう-
すっかぬくうちぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ:

– ′っぉかぇゅけこけかせつくぇは けぉしすぇくけゃ-
おぇ ゃ こかぇくっ さぇしこさけしすさぇくっくうは 
ぇかおけゅけかは しさっょう こけょさけしすおけゃ しかけ-
あうかぇしぬ ゃ さぇえけくっ せかうち ╉さぇしくにた 
╂っさけっゃ–╊っくうくぇ, たけすは いょっしぬ う くっす 
こけぉかういけしすう おさせゅかけしせすけつくけえ すけさ-
ゅけゃかう. ′ぇこさうきっさ, きくけゅけ すけさゅけ-
ゃにた すけつっお, ゅょっ きけあくけ こさうけぉさっ-
しすう ぇかおけゅけかぬ, くぇたけょうすしは しけゃしっき 
くっょぇかっおけ けす ておけかに うしおせししすゃ 
わ2, ょせきぇの, ねすけ くっ しけゃしっき こさぇ-
ゃうかぬくけ. ′っ すぇお ょぇゃくけ は けすょにたぇかぇ 
ゃ ╇しすけさうつっしおけき しおゃっさっ う くぇぉかの-
ょぇかぇ いぇ くっしおけかぬおうきう ょっゃけつおぇきう, 
くぇ ゃうょ ておけかぬくうちぇきう, くぇ しけしっょ-
くっえ しおぇきっえおっ: せ おぇあょけえ うい くうた ゃ 
させおっ ぉにかぇ ぉぇくけつおぇ こうゃぇ. 》けすっかぇ 
しょっかぇすぬ いぇきっつぇくうっ, くけ こっさっょせ-
きぇかぇ: ゃしひ さぇゃくけ ねすけ ぉっしこけかっいくけ, 
すけかぬおけ くぇさゃせしぬ くぇ ゅさせぉけしすぬ. ╂ょっ 
くぇてぇ きうかうちうは, おせょぇ しきけすさうす, 
こけつっきせ くっ こさっしっおぇっす こけょけぉくにっ 
«こうさてっしすゃぇ»? ′ぇしつひす こさけょぇあう 
ぇかおけゅけかは ゃ くけつくけっ ゃさっきは – ょせ-
きぇの, くぇょけ いぇこさっすうすぬ.

╂せかはっゃ ╂っくくぇょうえ ╇ゃぇくけ-
ゃうつ, ‶けつひすくにえ ゅさぇあょぇくうく 
ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ:

– ′っ すぇお ょぇゃくけ こにすぇかしは こけゅけ-
ゃけさうすぬ し ょっすぬきう う こけょさけしすおぇきう 
くぇ けしすぇくけゃおっ けぉとっしすゃっくくけゅけ 
すさぇくしこけさすぇ ゃ こけしひかおっ ╋けくっす-
くけき. ]こさけしうか: さっぉはすぇ, こけつっきせ 
ゃに すぇお さぇくけ こさうしすさぇしすうかうしぬ お 
ぇかおけゅけかの? ¨くう せおぇいぇかう くぇ いょぇ-
くうっ ぉにゃてっゅけ ╃ゃけさちぇ おせかぬすせさに 
すさぇおすけさけさっきけくすくけゅけ いぇゃけょぇ. ╃╉ 
きくけゅけ かっす いぇおさにす. ‶けょさけしすおう 
いぇょぇかう ゃしすさっつくにえ ゃけこさけし: ゃに 
ゃたけょうすっ ゃ させおけゃけょはとうっ おさせ-
ゅう しけちうぇかぬくにた けさゅぇくういぇちうえ 
ゅけさけょぇ, こけつっきせ あっ すぇお きぇかけ 
せょっかはっすっ ゃくうきぇくうは くぇてっきせ ょけ-
しせゅせ? 』っき くぇき いぇくうきぇすぬしは, つすけ 
ょっかぇすぬ? 〈けかぬおけ ぉさぇすぬしは いぇ ぉせ-
すにかおせ. 〈ぇお つすけ けょくうき いぇこさっすけき 
くけつくけえ こさけょぇあう しこうさすくけゅけ こさけ-
ぉかっきせ くっ さってうすぬ. ╉けゅょぇ さっぉひく-
おせ くっおせょぇ こけえすう, くっつっき いぇくはすぬ-
しは, ぇすきけしそっさぇ ゃ ょっすしおけえ しさっょっ 
しすぇくけゃうすしは くっいょけさけゃけえ.

]‶¨[〈

ゑ でごゐごづご ぢだゐぼゑんずご, 
ぢづごゑぎげずご がだぜだざ ぜぎがんずご

]っさゅっえ ╉うしっかひゃ (しかっゃぇ) う ╃きうすさうえ ‶ぇゃかのお

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

] ╁]╄[¨]]╇╈]╉╇》 しけ-
さっゃくけゃぇくうえ «╉せぉけお [けし-

しうう» こけ こさにあおぇき くぇ ぉぇすせすっ, 
ぇおさけぉぇすうつっしおけえ ょけさけあおっ う 
ょゃけえくけき きうくうすさぇきこっ, こさけ-
てっょてうた ゃ きぇっ ゃこっさゃにっ ゃ 
╉さぇしくけはさしおっ, ぉっさひいけゃしおうっ 
ぇおさけぉぇすに こさうったぇかう ゃ こさっ-
おさぇしくけき くぇしすさけっくうう. 

╄とひ ぉに: すさけっ くぇてうた こぇさくっえ – 
しすせょっくすに ]ゃっさょかけゃしおけゅけ こっょせくう-
ゃっさしうすっすぇ ╃きうすさうえ ‶ぇゃかのお, すった-
くうおせきぇ «‶さけそう» ]っさゅっえ ╉うしっかひゃ 
う  〉さぇかぬしおけゅけ ゅけしせくうゃっさしうすっすぇ 
そういうつっしおけえ おせかぬすせさに ╁うすぇかうえ 
[ぇいせゃぇっゃ – ぉせょせつう おぇくょうょぇすぇきう ゃ 
きぇしすっさぇ しこけさすぇ [けししうう, ゃにしすせこう-
かう こけ こさけゅさぇききっ きぇしすっさけゃ. ┿ ╃きう-
すさうえ ‶ぇゃかのお ゃにこけかくうか くけさきぇすうゃ 
╋]. ╁にえすう くぇ いぇおかのつうすっかぬくにえ 
ねすぇこ ぉにかけ くっかっゅおけ: いぇきっつぇすっかぬ-
くにえ しけゃさっきっくくにえ ょゃけさっち しこけさすぇ 
╉さぇしくけはさしおぇ こさうくうきぇか 170 しこけさ-
すしきっくけゃ うい 17 ゅけさけょけゃ しすさぇくに, 
こけしかっ こさっょゃぇさうすっかぬくにた しけさっゃくけ-
ゃぇくうえ ゃ そうくぇか, こけ こさぇゃうかぇき しけ-
しすはいぇくうえ, こけこぇかう すけかぬおけ ょっしはすぬ 
こさっすっくょっくすけゃ うい つうしかぇ きぇしすっさけゃ 
しこけさすぇ. ′け ╃きうすさうえ, ゃにこけかくはの-
とうえ すさう ょゃけえくにた しぇかぬすけ う ょさせゅうっ 
しかけあくにっ ねかっきっくすに, しきけゅ ゃにさゃぇすぬ 
こけぉっょせ: せ くっゅけ いけかけすぇは きっょぇかぬ う 
おせぉけお. ‶っさゃけえ こけいょさぇゃうかぇ «いゃっい-

ょせ» ぇおさけぉぇすうつっしおけえ ょけさけあおう っゅけ 
すさっくっさ ╊のょきうかぇ ╋うたぇえかけゃくぇ 
‶ぇしにくおけゃぇ. ]っさゅっえ ╉うしっかっゃ, ゃけし-
こうすぇくくうお すさっくっさぇ ╃ぃ]【 ╂ぇかうくに 
╇ゃぇくけゃくに ¨さかけゃけえ, こさうゃひい ょけきけえ 
しっさっぉさけ う ょうこかけき. 

– ╁こっさっょう せ さっぉはす くっ きっくっっ 
しかけあくにっ う けすゃっすしすゃっくくにっ しけ-
しすはいぇくうは, – さぇししおぇいにゃぇっす ╊. ‶ぇ-
しにくおけゃぇ. – ‶けねすけきせ ぉっい さぇしおぇつおう 
けくう くぇつうくぇのす こけょゅけすけゃおせ お ╁しっ-
さけししうえしおけえ しこぇさすぇおうぇょっ ておけかぬ-

くうおけゃ, こっさゃっくしすゃせ  う つっきこうけくぇすせ 
[けししうう. ‶けっいょおぇ ゃ ]うぉうさぬ こけおぇ-
いぇかぇ, つすけ ぉっさひいけゃしおうっ ぇおさけぉぇすに 
きけゅせす さぇししつうすにゃぇすぬ くぇ しっさぬひいくにえ 
せしこった くぇ しけさっゃくけゃぇくうはた かのぉけゅけ 
せさけゃくは. 

》¨[¨【┿ぅ ′¨╁¨]〈を

┳┲┶┩┴╃ ┱┤┼┯┤┵╀, ┨┤ ┱┩ ┲┨┱┤
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
╁っすっさぇくせ, こけょぇゃてっきせ ゃ ╀[ けぉなはゃかっくうっ けぉ せすっさっ きっ-

ょぇかう 9 きぇは, こさうてかけ しさぇいせ くっしおけかぬおけ けすおかうおけゃ. ╀かぇ-
ゅけょぇさは すけきせ, つすけ くぇて ゅっさけえ さってうか ゃけしこけかぬいけゃぇすぬしは 
しさっょしすゃぇきう きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう, ゃにはしくうかぇしぬ «こさけ-
しすぇは うしすうくぇ»: すけゃぇさうとっえ こけ くっしつぇしすぬの せ くっゅけ きくけゅけ. 
ぁすう «くっしつぇしすかうゃちに» くっ いくぇのす, つすけ ゅょっ-すけ かっあうす うた きっ-
ょぇかぬ, おっき-すけ くぇえょっくくぇは. 

¨すおかうおけゃ くぇ けぉなはゃかっくうっ け こけ-
すっさっ こけしすせこうかけ すさう: うい ゅけさけょしおけゅけ 
]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ, けす しけすさせょくうおけゃ 
╀っさひいけゃしおけゅけ ¨╁╃ う  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. ╁ こけしかっょくっき 
しかせつぇっ, こさぇゃょぇ, くぇてひかしは くぇゅさせょくにえ いくぇお «‶けぉっょう-
すっかぬ 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» 1974 ゅけょぇ, 
ぇ さっつぬ ういくぇつぇかぬくけ ゃっかぇしぬ け きっょぇかう «╁っすっさぇく すさせ-
ょぇ». ╆くぇお くぇたけょうすしは ゃ さっょぇおちうう.

╇い ¨╁╃ きっょぇかぬ こっさっょぇかう ゃ ]けゃっす ゃっすっさぇくけゃ, ゅょっ 
あょせす ゃかぇょっかぬちぇ し せょけしすけゃっさっくうっき. ╁っすっさぇく, おけ-
すけさにえ ゃくけゃぬ けぉさひか しゃけの くぇゅさぇょせ, ぉかぇゅけょぇさうす けす-

おかうおくせゃてうたしは くぇ っゅけ ゅけさっ ぉっさっいけゃつぇく.

╇′╇『╇┿〈╇╁┿

╀╄[┱╆¨╁]╉╇╈ ‶[¨╁╄[ぅ〈 
′┿ ′[┿╁]〈╁╄′′¨]〈を

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

‶[╄╃]〈┿╁╇〈╄╊ぅ╋╇ ¨ぉとっしすゃっくくけえ こぇかぇすに ╀╂¨ こけょゅけすけゃ-
かっくけ こうしぬきけ-けぉさぇとっくうっ ゃ けぉかぇしすくけえ しけゃっす こけ くさぇゃしすゃっく-

くけしすう, おけすけさにえ そせくおちうけくうさせっす ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ こけょ させおけゃけょ-
しすゃけき ょっこせすぇすぇ ‶ぇかぇすに ‶さっょしすぇゃうすっかっえ ╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ 
]けぉさぇくうは, ょうさっおすけさぇ っおぇすっさうくぉせさゅしおけゅけ ちうさおぇ ┿くぇすけかうは ╋ぇさ-
つっゃしおけゅけ. 

¨ぉとっしすゃっくくうおう さってうかう こけしすぇ-
ゃうすぬ くぇ せさけゃくっ せさぇかぬしおけえ しすけかう-
ちに ゃけこさけし け くっけぉたけょうきけしすう ぉけかっっ 
すとぇすっかぬくけ しかっょうすぬ いぇ うくそけさきぇ-
ちうけくくけえ しさっょけえ, ゃ おけすけさけえ しせとっ-
しすゃせのす ゅけさけあぇくっ う, こさっあょっ ゃしっゅけ, 
ょっすう. ‶けゃけょけき こけしかせあうか, ゃ こっさゃせの 
けつっさっょぬ, しこっおすぇおかぬ «]っきぬは ゃせさょぇ-
かぇおぇ». ¨く ぉにか こけおぇいぇく くぇ しちっくっ 
╃ゃけさちぇ きけかけょひあう ゃ はくゃぇさっ-きぇさすっ 
ねすけゅけ ゅけょぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅしおうき すっ-
ぇすさけき ょさぇきに う おけきっょうう (こけょ させ-
おけゃけょしすゃけき ╋うたぇうかぇ ‶ぇいくうおけゃぇ). 
]こっおすぇおかぬ, おさぇえくっ くぇすせさぇかうしすうつ-
くけ ういけぉさぇあぇのとうえ くっこさうゅかはょくにっ 
さっぇかうう しっきぬう くぇさおけきぇくぇ, ょっきけく-
しすさうさけゃぇかしは こっさっょ けつっくぬ のくけえ ぇせ-
ょうすけさうっえ (13-14 かっす). ′っおけすけさにきう 
さけょうすっかはきう けく ぉにか ゃけしこさうくはす くっ-
けょくけいくぇつくけ, つすけ こけぉせょうかけ うた けぉ-

さぇすうすぬしは ゃ ¨ぉとっしすゃっくくせの こぇかぇすせ. 
‶けいうちうは さけょうすっかっえ いぇおかのつぇっすしは 
ゃ すけき, つすけ きっすけょに こさけそうかぇおすうおう 
くぇさおけきぇくうう ょけかあくに ぉにすぬ ぉけかっっ 
ょっかうおぇすくにきう う ゃにゃっさっくくにきう し 
すけつおう いさっくうは ゃけいさぇしすぇ さっぉひくおぇ.

╄とひ けょうく こせくおす けぉさぇとっくうは おぇ-
しぇっすしは, ゃ つぇしすくけしすう, さっおかぇきくけえ 
さぇしすはあおう, おけすけさぇは こさうゅかぇてぇっす ょっ-
ゃせてっお う あっくとうく こけしっすうすぬ きせあしおけえ 
しすさうこすうい う さぇいきっとっくぇ くぇ けょくけえ うい 
ゅかぇゃくにた せかうち ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
– せかうちっ ╂ぇゅぇさうくぇ. ¨ぉとっしすゃっくくうおけゃ 
うくすっさっしせっす, こさぇゃけきっさくけ かう さぇいきっ-
とっくうっ こけょけぉくけえ さっおかぇきに ゃ きっしすっ 
きぇししけゃけゅけ しおけこかっくうは かのょっえ, ゅょっ っひ 
きけゅせす ゃうょっすぬ う ょっすう, し すけつおう いさっくうは 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ, う おぇおせの こけいうちうの 
いぇくうきぇっす ゃ ねすけき ゃけこさけしっ しけゃっす こけ 
くさぇゃしすゃっくくけしすう…

┮┷┥┲┮ ┥┧┲ ┳┲ ┦┲┯┩┭┥┲┯┷ ┴┤┫┿┧┴┤╂┶ 21 ┰┤╃
21 きぇは ゃ 10:00 ゃ ]¨╉ «╊うょっさ» (せか. ]こけさすうゃくぇは, 7┿) くぇつくせすしは うゅさに 

すさぇょうちうけくくけゅけ ゃっしっくくっゅけ ╉せぉおぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ こけ ゃけ-
かっえぉけかせ しさっょう きせあしおうた おけきぇくょ.

╁ すせさくうさっ こさうきせす せつぇしすうっ おけきぇくょに ╀っさひいけゃしおけゅけ, ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ う 
╀けかぬてけゅけ ╇しすけおぇ.

╇ゅさに けぉっとぇのす ぉにすぬ いさっかうとくにきう う せゃかっおぇすっかぬくにきう, ぇ いくぇつうす, 
おぇあょけきせ いさうすっかの けぉっしこっつっくけ けすかうつくけっ くぇしすさけっくうっ う きぇししぇ こけいう-
すうゃくにた ねきけちうえ.

╁たけょ ょかは ゃしった ぉけかっかぬとうおけゃ しゃけぉけょくにえ.
]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

╉╇′¨╉╊〉╀

19 きぇは ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう 
(〈っぇすさぇかぬくぇは, 7) しけしすけうすしは こけ-
しかっょくはは こっさっょ かっすくうき こっさっさにゃけき 
ゃしすさっつぇ ╉うくけおかせぉぇ. ╁ ねすけす ゃっつっさ 
しきけすさうき そうかぬき ╃きうすさうは ╆ぇゃうかぬ-
ゅっかぬしおけゅけ «╁けいゃさぇとっくうっ ┿かっお-
しぇくょさぇ ]っさゅっっゃうつぇ ゃ [けししうの».

‶け しかけゃぇき さっあうししひさぇ, ねすけ «こっさ-
ゃにえ さけししうえしおうえ そうかぬき, おけすけさにえ 
こけょくうきぇっす こさけぉかっきに きけかけょにた 
せつひくにた, ゃにくせあょっくくにた ゃにぉうさぇすぬ 
きっあょせ しすぇぉうかぬくけえ さぇぉけすけえ いぇ 
ゅさぇくうちっえ う しかけあくにき しせとっしすゃけゃぇ-
くうっき くぇ さけょうくっ». 《うかぬき しょっかぇく 
こけ おぇくけくぇき くぇしすけはとっゅけ ょけおせきっく-
すぇかぬくけゅけ おうくけ, ゅょっ くっす ょうおすけさしおけ-
ゅけ すっおしすぇ, ゅっさけう あうゃにっ, こさけうしたけ-
ょはす さっぇかぬくにっ しけぉにすうは ゃ さっぇかぬくけき 
ゃさっきっくう. 

╂かぇゃくにえ ゅっさけえ そうかぬきぇ, うい-
ゃっしすくにえ ╅╅-ぉかけゅっさぇき おぇお zhivoi, 
せあっ ょっしはすぬ かっす さぇぉけすぇっす くぇょ うい-
せつっくうっき しすゃけかけゃにた おかっすけお ゃ 
╁っかうおけぉさうすぇくうう こけょ くぇつぇかけき 

かっゅっくょぇさくけゅけ ぅくぇ ╁うかぬきせすぇ, おかけ-
くうさけゃぇゃてっゅけ こっさゃけっ きかっおけこう-
すぇのとっっ – けゃっつおせ ╃けかかう. 〉 ]ぇてう 
ゃさけょっ ぉに ゃしひ ゃ こけさはょおっ: ょけしすぇすけお 
う かのぉうきけっ ょっかけ. ′け けく つっかけゃっお, 
きっつすぇのとうえ けすょぇゃぇすぬ しゃけう きけいゅう 
さけょうくっ. ¨しすぇくっすしは かう ┿かっおしぇくょさ 
]っさゅっっゃうつ ゃ [けししうう, ねすけ っとひ ゃけ-
こさけし, けすゃっす くぇ おけすけさにえ さぇいゃけさぇ-
つうゃぇっすしは くっこけしさっょしすゃっくくけ こっさっょ 
ょけおせきっくすぇかぬくけえ おぇきっさけえ.

′ぇつうくぇっき すさぇょうちうけくくけ し 19:00. 
‶けしかっ こっさっさにゃぇ しすぇさす ゃすけさけゅけ しっ-
いけくぇ ╉うくけおかせぉぇ ぉせょっす ゃ しっくすはぉさっ. 
′っ こさけこせしすうすっ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

I’LL BE BACK…

‶¨╃‶╇]╉┿–2011

ぐがごどぎ, ゐばがぎぜ!
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

′ぇ ねすけえ くっょっかっ しすぇさすけゃぇかう さっょぇおちうけくくにっ ゃにっいょに ゃ こけしひか-
おう ゃ さぇきおぇた こけょこうしくけえ おぇきこぇくうう. 

╅せさくぇかうしすに せあっ こけぉにゃぇかう ゃ ]ぇさぇこせかおっ. ╋に ぉかぇゅけょぇさくに あうすっ-
かはき, おけすけさにっ けすおかうおくせかうしぬ くぇ くぇて こさういにゃ う こさうてかう ゃ きっしすくけっ 
こけつすけゃけっ けすょっかっくうっ ょかは けそけさきかっくうは こけょこうしおう ゃ くぇいくぇつっくくにっ ょくう. 
┿おちうは こさけょけかあぇっすしは. ╅ょうすっ, こけしひかおう! ]かっょせのとうっ くぇ けつっさっょう ]すぇ-
さけこにてきうくしお う ╋けくっすくにえ. 

╁ ]すぇさけこにてきうくしおっ きに ぉせょっき ゃ つっすゃっさゅ, し 11 ょけ 13. ╁ ╋けくっすくけき – 
ゃ こはすくうちせ, ゃ すけ あっ ゃさっきは. ‶さうたけょうすっ!

′ぇこけきうくぇっき, つすけ ゃ きぇっ こさう けそけさきかっくうう こけかせゅけょけゃけえ こけょこうしおう ゃ 
さっょぇおちうう (ぇ すぇおあっ せ こさっょしすぇゃうすっかっえ さっょぇおちうう くぇ ゃにっいょっ) っひ しすけう-
きけしすぬ しけしすぇゃかはっす ゃしっゅけ 330 させぉかっえ!

[╄╉╊┿╋┿



19 ìàÿ
2011 ãîäà 3ÎÁÙÅÑÒÂÎ

╉ ¨〈』┱〈′¨-╁｠╀¨[′¨╈ ╉¨′《╄[╄′『╇╇ ‶┿[〈╇╇ «╄╃╇′┿ぅ [¨]]╇ぅ»

ÍÎÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ ÓÐÀËÀ
′┿ さっきけくす う しすさけうすっかぬしすゃけ ょけさけゅ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ こさけてかけき ゅけょせ 

ぉにかけ こけすさぇつっくけ こけつすう しっきぬ きうかかうぇさょけゃ させぉかっえ, ぉかぇゅけょぇさは つっきせ せょぇかけしぬ 
くっ すけかぬおけ いくぇつうすっかぬくけ せかせつてうすぬ せしかけゃうは ょかは ぇゃすけきけぉうかうしすけゃ, くけ う こさけょけか-
あうすぬ くっおけゅょぇ いぇきけさけあっくくせの さっぇかういぇちうの くけゃにた きぇしてすぇぉくにた こさけっおすけゃ, すぇおうた 
おぇお ╄おぇすっさうくぉせさゅしおぇは おけかぬちっゃぇは ぇゃすけょけさけゅぇ う けぉなっいょ こけしひかおぇ ╀っかけはさしおうえ.

¨〈 ╃╁¨[┿ 
╃¨ ¨╀‒╄╆╃′¨╈ 
╃かは ょけさけあくけゅけ たけいはえしすゃぇ 

]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, くっ-
しおけかぬおけ かっす こけょさはょ こさっぉに-
ゃぇゃてっゅけ ゃ くっ しぇきけき かせつてっき 
しけしすけはくうう, 2010 ゅけょ けおぇいぇかしは 
いくぇおけゃにき: くぇ さっきけくす う しすさけ-
うすっかぬしすゃけ くけゃにた ょけさけゅ うい けぉ-
かぇしすくけゅけ う そっょっさぇかぬくけゅけ ぉのょ-
あっすけゃ せょぇかけしぬ こさうゃかっつぬ しっきぬ 
きかさょ させぉかっえ. ¨す ねすけえ ゅうゅぇくす-
しおけえ しせききに «こっさっこぇかけ» くっ 
すけかぬおけ おさせこくにき てけししっ, くけ う 
しっかぬしおうき, う ょぇあっ ょゃけさけゃにき 
ょけさけゅぇき. 〈ぇお, くぇこさうきっさ, こけ 
こさけっおすせ こぇさすうう «╄ょうくぇは [けし-
しうは» «′けゃにっ ょけさけゅう «╄ょうくけえ 
[けししうう» すけかぬおけ ╄おぇすっさうくぉせさゅせ 
せょぇかけしぬ こけかせつうすぬ うい そっょっさぇかぬ-
くけゅけ ぉのょあっすぇ こけつすう 1,3 きかさょ 
させぉかっえ, おけすけさにっ ぉにかう くぇこさぇゃ-
かっくに くぇ さっきけくす ぇしそぇかぬすけゃけゅけ 
こけおさにすうは ゃけ ょゃけさぇた. ╀けかぬてっ 
きうかかうぇさょぇ させぉかっえ こけ ねすけえ あっ 
こさけゅさぇききっ こけしすせこうす ゃ ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅ ゃ 2011 ゅけょせ. 

– ‶さけっおす こぇさすうう «╄ょうくぇは 
[けししうは» «′けゃにっ ょけさけゅう «╄ょう-
くけえ [けししうう» – さっぇかぬくにえ うく-
しすさせきっくす せかせつてっくうは しけしすけはくうは 
ょけさけゅ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, 
– しつうすぇっす かうょっさ そさぇおちうう っょう-
くけさけししけゃ ゃ けぉかぇしすくけえ ╃せきっ, 
させおけゃけょうすっかぬ こさけっおすぇ ╁かぇ-
ょうきうさ ╋ぇておけゃ. – ╁け-こっさゃにた, 
こぇさすうえくにえ こさけっおす こけきけゅぇっす 
こさうゃかっおぇすぬ ょけこけかくうすっかぬくけっ 

そうくぇくしうさけゃぇくうっ くぇ さっきけくす う 
しすさけうすっかぬしすゃけ くけゃにた ょけさけゅ. ╁け-
ゃすけさにた, ょっこせすぇすに-っょうくけさけししに, 
こさっあょっ つっき せすゃっさあょぇすぬ こさけ-
ゅさぇききせ さっきけくすぇ ょけさけゅ, しけぉう-
さぇのす くぇおぇいに あうすっかっえ けぉかぇしすう, 
しけゃっすせのすしは し くうきう, ゅょっ う ゃ おぇ-
おうた けぉなひきぇた こさけゃけょうすぬ さっきけくす. 
╁ぇあくけ, つすけぉに しうしすっきくぇは さぇぉけすぇ 
ゃ ねすけき くぇこさぇゃかっくうう こさけょけかあぇ-
かぇしぬ う ょぇかぬてっ, すけかぬおけ すけゅょぇ 
せょぇしすしは こさうゃっしすう ゃ こけさはょけお 
くぇてう ょけさけゅう.

╀かぇゅけょぇさは せゃっかうつっくくけきせ 
そうくぇくしうさけゃぇくうの ゃ けぉかぇしすくけき 
ちっくすさっ せょぇかけしぬ くっ すけかぬおけ くぇ-
つぇすぬ かぇすぇすぬ ょゃけさに, おけすけさにっ 
ういけぉうかけゃぇかう はきぇきう, くけ う こさけ-
ょけかあうすぬ しすさけうすっかぬしすゃけ おけゅょぇ-
すけ いぇきけさけあっくくけゅけ こさけっおすぇ – 
╄おぇすっさうくぉせさゅしおけえ おけかぬちっゃけえ 
ぇゃすけょけさけゅう. ╉けゅょぇ ねすう こかぇくに 
けしせとっしすゃはすしは, すけ せかうちに ゅけさけ-

ょぇ せょぇしすしは いくぇつうすっかぬくけ さぇい-
ゅさせいうすぬ. 

‶けさぇょせっす ぇゃすけきけぉうかうしすけゃ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう う しすさけ-
うすっかぬしすゃけ けぉなっいょぇ せ ╀っかけはさ-
しおけゅけ. 〉つぇしすけお つっさっい ╀っかけはさおせ 
くぇ すさぇししっ ╄おぇすっさうくぉせさゅ–〈の-
きっくぬ しっえつぇし はゃかはっすしは けょくうき うい 
しぇきにた くっかのぉうきにた きっしす せ ゃけ-
ょうすっかっえ, こけしおけかぬおせ しかぇゃうすしは 
しゃけうきう ゅうゅぇくすしおうきう こさけぉおぇきう. 
′け せあっ ゃ 2012 ゅけょせ しうすせぇちうは 
きけあっす おぇさょうくぇかぬくけ ういきっくうすぬ-
しは, う ╀っかけはさしおうえ さぇえけく こっさっ-
しすぇくっす ぉにすぬ «こけあうさぇすっかっき» 
ゃさっきっくう.

╁ぇあくけ, つすけ お しすさけうすっかぬしすゃせ 
くけゃにた ょけさけゅ すっこっさぬ こさっょなはゃかは-
のすしは こけゃにてっくくにっ すさっぉけゃぇくうは. 
〉あっ ゃ 2010 ゅけょせ ゃしっ こけょさはょ-
つうおう しすさけうすっかぬしすゃぇ う さっおけく-
しすさせおちうう ょけさけあくけゅけ こけかけすくぇ 
こさっょけしすぇゃうかう こはすう-しっきうかっすくうっ 

ゅぇさぇくすうう くぇ しゃけの さぇぉけすせ. ╄しかう 
くぇ けすさっきけくすうさけゃぇくくけき せつぇしす-
おっ こけはゃかはのすしは はきに, こけょさはょ-
つうお けぉはいぇく さっきけくすうさけゃぇすぬ っゅけ 
ゃくけゃぬ いぇ しゃけえ しつひす, ぇ くっ いぇ しつひす 
ぉのょあっすぇ.

′┿╊¨╂, 
]〈[╄╋ぅ】╇╈]ぅ ╉ ′〉╊ぃ
‶けさぇょけゃぇすぬ しゃっさょかけゃしおうた ぇゃ-

すけきけぉうかうしすけゃ きけゅせす くっ すけかぬおけ 
くけゃにっ ょけさけゅう, くけ う さっいおけ しくう-
あっくくにえ すさぇくしこけさすくにえ くぇかけゅ. 
17 きぇは 2011 ゅけょぇ ゃ ¨ぉかぇしすくけえ 
╃せきっ こけ うくうちうぇすうゃっ そさぇおちうう 
«╄ょうくぇは [けししうは» さぇししきけすさっく 
いぇおけく け しくうあっくうう くぇかけゅけゃけゅけ 
ぉさっきっくう ょかは ぇゃすけきけぉうかうしすけゃ. 
]けゅかぇしくけ ねすけきせ いぇおけくせ ゃかぇょっかぬ-
ちに ぇゃすけきけぉうかっえ きけとくけしすぬの ょけ 
100 かけてぇょうくにた しうか けしゃけぉけあょぇ-

のすしは けす せこかぇすに くぇかけゅぇ. ╉さけきっ 
すけゅけ, ょかは こっくしうけくっさけゃ, うくゃぇかう-
ょけゃ, しっきっえ し ょっすぬきう-うくゃぇかうょぇ-
きう, しっきっえ-せしにくけゃうすっかっえ う きくけ-
ゅけょっすくにた しっきっえ すさぇくしこけさすくにえ 
くぇかけゅ けすきっくはっすしは ゃけゃしっ. 

╄╃╄╋ ‶¨╄╆╃¨╋
╀かぇゅけょぇさは こぇさすうえくけきせ こさけ-

っおすせ «╋っすさけ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ» 
けしっくぬの 2011 ゅけょぇ けすおさけのすしは 
ょゃっ しすぇくちうう – «』おぇかけゃしおぇは» う 
«╀けすぇくうつっしおぇは» – ゃ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅっ ぉせょっす けおけくつぇすっかぬくけ ゃゃっ-
ょっくぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの こっさゃぇは 
かうくうは きっすさけこけかうすっくぇ. ‶けしかっ 
ねすけゅけ きっすさけしすさけっゃちに こさうしすせこはす 
お ゃけいゃっょっくうの ゃすけさけえ ゃっすおう, 
おけすけさぇは くぇつくひすしは けす せかうちに ╋っ-
すぇかかせさゅけゃ. 

╁ 2010-き ゅけょせ 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 ぉにかけ こけ-
しすさけっくけ う さっおけくしすさせうさけゃぇくけ 2700 おゃぇょさぇすくにた きっすさけゃ ぇゃすけ-
ょけさけゅ きっしすくけゅけ いくぇつっくうは う うしおせししすゃっくくにた しけけさせあっくうえ くぇ 
くうた. 〈ぇおあっ けすさっきけくすうさけゃぇくけ 42 すにしはつう おゃぇょさぇすくにた きっすさけゃ 
ぇゃすけょけさけゅ, うい くうた くぇ 12-すう すにしはつぇた おゃぇょさぇすくにた きっすさけゃ ょけ-
さけあくけゅけ こけかけすくぇ こさけういゃっょひく おぇこうすぇかぬくにえ さっきけくす. ぁすう さぇぉけ-
すに ゃにこけかくはかうしぬ こけかくけしすぬの くぇ しさっょしすゃぇ きっしすくけゅけ ぉのょあっすぇ. ╀にかう けす-
さっきけくすうさけゃぇくに すさけすせぇさに う けぉけさせょけゃぇくに こぇさおけゃおう ゃけ きくけゅうた ょゃけさぇた 
けおさせゅぇ, しつひす うょひす くぇ ょっしはすおう. ╁ 2011-き ゅけょせ ゃ くぇてっき けおさせゅっ こかぇくうさせ-
っすしは こさうゃっしすう ゃ こけさはょけお くっ きっくっっ 40 こさけちっくすけゃ ょけさけあくけゅけ こけかけすくぇ, 
おけすけさけっ くせあょぇっすしは ゃ さっきけくすっ. 

╆ぇき. ゅかぇゃに ╀╂¨ こけ しすさけうすっかぬしすゃせ, あうかうとくけ-おけききせくぇかぬくけ-
きせ たけいはえしすゃせ, すさぇくしこけさすせ う しゃはいう ]っさゅっえ ╇かぬうくにた:

– ]うすせぇちうは し ょけさけゅぇきう 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 う しすさぇくっ 
せかせつてぇっすしは きっょかっくくけ. ╃けさけあくぇは しっすぬ こけつすう くっ さぇいゃうゃぇっすしは, ぇ すさぇくし-
こけさすぇ し おぇあょにき ゅけょけき しすぇくけゃうすしは ゃしひ ぉけかぬてっ. 〈ぇ さぇぉけすぇ こけ さっきけく-
すせ ょけさけゅ, おけすけさぇは こけゃしっきっしすくけ こさけゃけょうすしは しっゅけょくは, くっ ょぇひす ゅけさけょせ 
いぇょけたくせすぬしは ゃ けぉうかうう ぇゃすけきぇてうく, くけ くっ さってぇっす こさけぉかっきせ ゃ ちっかけき. 
╃かは ねすけゅけ くっけぉたけょうきけ しすさけうすっかぬしすゃけ くけゃにた すさぇしし う さぇいゃはいけお. 〈け, つすけ 
«╄ょうくぇは [けししうは» ゃにしすせこうかぇ うくうちうぇすけさけき さっぇかぬくけゅけ こさけっおすぇ けぉくけゃ-
かっくうは ょけさけゅ, ぉっい しけきくっくうは, ぉけかぬてけえ  こかのし. ╁っょぬ こさけっおす こさっょこけかぇゅぇっす 
くっ すけかぬおけ ゃけししすぇくけゃかっくうっ うきっのとうたしは ぇゃすけすさぇしし, くけ う しすさけうすっかぬしすゃけ 
くけゃにた. ╀せょっき くぇょっはすぬしは くぇ っゅけ せしこってくせの さっぇかういぇちうの.

《╄╊を╄〈¨′

ÂÛ ÑÒÐÎÉÒÅ, ÑÒÐÎÉÒÅ…
╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
‶[╄╃╇]╊¨╁╇╄
′せ ゃけす, しすさけうかう きに, しすさけうかう, う くぇおけくっち, 

こけしすさけうかう. 『っかにえ ゅけょ, こけしかっ すけゅけ おぇお ぇょ-
きうくうしすさぇちうは くぇつぇかぇ ゃにさせぉぇすぬ しすぇさにっ おせ-
しすに う ょっさっゃぬは, ゃけいきせとひくくにっ けぉとっしすゃっく-
くにっ けさゅぇくういぇちうう う くっけさゅぇくういけゃぇくくにっ 
ゅさせここに あうすっかっえ ′╀‶ おさうつぇかう つっさっい けぉ-
かぇしすくにっ ]╋╇ けぉ ねおけかけゅうつっしおけえ おぇすぇしすさけそっ 
ゃ きうおさけさぇえけくっ, けぉ せくうつすけあっくうう こけしかっょくっえ 
いっかっくう う け つひさしすゃにた ゃかぇしすはた, ゅけすけゃはとうた 
ょっすはき あっかっいけぉっすけくくけっ ょっすしすゃけ.

』すけぉに けさゅぇくういけゃぇすぬ ょけしせゅ  おぇお ょかは せつぇ-
とうたしは きかぇょてうた おかぇししけゃ, すぇお う ょかは けおさっしす-
くにた きぇきぇて, ぉにかう こさうゃかっつっくに しっさぬひいくにっ 
ゃくっぉのょあっすくにっ しさっょしすゃぇ – こけさはょおぇ 2,5 
きうかかうけくけゃ させぉかっえ. 『っくすさぇかぬくぇは ょっすしおぇは 
こかけとぇょおぇ せ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» おさうすうおう くっ 
ゃにょっさあうゃぇかぇ, ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ, うい-いぇ しけ-
しっょしすゃぇ し こさけっいあっえ つぇしすぬの う しぇきけさぇしこけか-
いぇのとっえしは «ょうおけえ» こぇさおけゃおけえ ゃ きけきっくすに 
きっさけこさうはすうえ, こさけゃけょうきにた せ ╃╉. ‶けねすけきせ 
ぉにかけ こさうくはすけ さってっくうっ け しけいょぇくうう ょっすしおけえ 
こかけとぇょおう くぇ すっささうすけさうう かうちっは わ3. 〉しすぇ-
くけゃうかう おぇさせしっかぬ, こっしけつくうちせ, ょっすしおうえ こぇ-
さけゃけいうお, こさけかけあうかう こってったけょくせの ょけさけあおせ 
ょかは ょっすしおうた おけかはしけお. 〉あっ けしっくぬの けすおさけ-
っすしは しすぇょうけく し うしおせししすゃっくくにき こけおさにすうっき. 
╁しひ ぉに たけさけてけ. 〈けかぬおけ ゃけす ゃけこさけし: ぇ ょかは 
おけゅけ ねすけ ゃしひ? ぅいゃうすっかぬくにっ しすさけおう, おけすけさにっ 
は くぇこうしぇか くうあっ, ゃけゃしっ くっ こさっょくぇいくぇつっ-
くに ょかは すけゅけ, つすけぉに けしおけさぉうすぬ ゃしった あうすっ-
かっえ ′╀‶ ぉっい うしおかのつっくうは. ‶さけしすけ かっかっの は 
しおさけきくせの くぇょっあょせ, つすけ おけきせ-すけ うい しこってぇ-
とうた こけ ょっかぇき ぉっさっいけゃつぇく, きけえ ゅかぇゅけか たけすぬ 
くっきくけゅけ けぉけああひす しっさょちっ う… きけあっす, たけすぬ 
つすけ-すけ ういきっくうすしは.

"╁ ちっくすさっ ょっすう ゃけしこうすぇくくにっ う せさけょけゃ 
きぇかけ, − こけょせきぇか ╇ゃぇく, − ぇ けすなったぇすぬ お けおさぇ-
うくっ, すぇお う くぇ おぇつっかう いぇかぇいはす, う ゃ こっしけつくうちっ 
さけのすしは, う くけあうおけき きけゅせす... ╇ おぇおうっ しすさぇて-
くにっ ぉにゃぇのす..."

╃っすう くぇ こけきけえおっ しかけゃくけ こけつせゃしすゃけゃぇ-
かう ょぇゃかっくうっ ╇ゃぇくけゃけえ きにしかう: けょくぇ うい  
そうゅせさけお くっさってうすっかぬくけ ょゃうくせかぇしぬ こけ くぇ-
こさぇゃかっくうの おけ ゃいさけしかにき ゃ こっしけつくうちっ. ぁすけ  

けおぇいぇかしは きぇかぬつうお かっす ょっしはすう, ゃ てけさすぇた う 
おせさすけつおっ し おぇこのてけくけき.

− ╋せあうおう, − しこさけしうか けく, こけょけえょは こけぉかう-
あっ, − おぇお せ ゃぇし しけ しこうつおぇきう?

╁ぇかっさおぇ, いぇくはすにえ ゃすけさけえ ぉせすにかおけえ, ゃ 
おけすけさけえ けすつっゅけ-すけ けおぇいぇかぇしぬ すせゅぇは こさけぉ-
おぇ, くっ いぇきっすうか, おぇお さっぉひくけお こさうぉかういうか-
しは, − ぇ けぉっさくせゃてうしぬ くぇ っゅけ ゅけかけし, けつっくぬ 
さぇいけいかうかしは.

− 〈に! − しおぇいぇか けく. − ╁ぇし ゃ ておけかっ くっ せつう-
かう, つすけ ょっすはき せ おぇつっかっえ う こっしけつくうち ょっかぇすぬ 
くっつっゅけ? ┿ っしかう ぉ きに, ゃいさけしかにっ, しすぇかう ぉに お 
ゃぇき くぇ こけきけえおう かぇいうすぬ?

╁うおすけさ ‶╄╊╄╁╇′, 
«╃╄′を ╀〉╊を╃¨╆╄[╇]〈┿»

¨すおさにすうっ ょっすしおけえ こかけとぇょおう けつっくぬ けぉ-
さぇょけゃぇかけ あうすっかっえ. ′ぇおけくっち-すけ きけあくけ 
しょっかぇすぬ しゃけえ ょけしせゅ ちうゃうかういけゃぇくくにき! ╁きっ-
しすけ すけゅけ つすけぉに ぉぇかぇくしうさけゃぇすぬ くぇ てぇすおけえ 
けゅさぇょおっ けおけかけ きぇゅぇいうくぇ, すっこっさぬ きけあくけ 
ゃけかぬゅけすくけ さぇししすぇゃうすぬ ゃけょおせ, しすぇおぇくに う いぇ-
おせしおせ くぇ せょけぉくにた (こさぇゃょぇ, くういおけゃぇすにた ょかは 
しけかうょくにた かのょっえ) しおぇきっっつおぇた. ]ゃっあっくぬおうえ 
こっしけつっお くぇ こかけとぇょおっ すぇお う こさけしうす, つすけぉに 
っゅけ けおさけこうかう しかのくけえ う きけつけえ, ゃ くっゅけ けつっくぬ 
せょけぉくけ いぇおぇこにゃぇすぬ けおせさおう う てこさうちに, ぇ 
さぇいぉさけしぇくくにっ こけ さけゃくけえ こけゃっさたくけしすう けぉ-
さにゃおう こぇおっすけゃ けす つうこしけゃ ゃにいにゃぇのす つうしすけ 
ねしすっすうつっしおけっ せょけゃけかぬしすゃうっ. ‶さはき-すぇおう しぇょ 
おぇきくっえ, はこけくぇ-きぇすぬ. ′ぇょけ かう ゅけゃけさうすぬ, つすけ 
せょけぉくぇは けこけさぇ ょかは しっょぇかうとぇ いくぇつうすっかぬ-
くけ せかせつてぇっす おぇつっしすゃけ いゃせつぇくうは くぇさけょくにた 
こっしっく せ くけつくにた ゃけおぇかうしすけゃ? ┿ おぇおけっ せょけ-
ゃけかぬしすゃうっ ょかは しけぉぇおけゃけょけゃ? ぁた, たけさけてけ くぇ 
′╀‶ ぉにすぬ おうしおけの, たけさけてけ しけぉぇおけの… ]すけえ 
しっぉっ, ょぇ かのぉせえしは, おぇお すゃけえ こうすけきっち ゃにゅせ-
かうゃぇっすしは くぇ ょっすしおけえ こかけとぇょおっ. ┿ こっしおぇ すぇき 
すぇおけえ しかけえ, つすけ, くぇゃっさくけっ, ちっかにた こけかゅけょぇ 
ぇおおせさぇすくにっ ちうゃうかういけゃぇくくにっ てぇゃおう しきけゅせす 
くぇょひあくけ こさはすぇすぬ けしすぇすおう しゃけっゅけ けぉっょぇ.

[ぇいせきっっすしは, ぉせえくにっ こけょさけしすおう ょっしはすう-
ょゃっくぇょちぇすう かっす こけおぇ っとひ くっ けしゃけうかう こさぇ-
ゃうかぇ こけゃっょっくうは ゃ こさうかうつくけき けぉとっしすゃっ 
う ゃきっしすけ しけかうょくけゅけ う くっしこってくけゅけ せこけ-
すさっぉかっくうは ゃけょおう こさっょこけつうすぇのす いぇかっいぇすぬ 

くぇ おさにてせ ょっすしおけゅけ おけきこかっおしぇ, 
つすけぉに けすすせょぇ, かのぉせはしぬ けすおさに-
ゃぇのとうきうしは こさけしすけさぇきう, こけすはゅう-
ゃぇすぬ こうゃおけ, ょぇ しきけかうすぬ こっさゃにっ 
しうゅぇさっすに. ╁こさけつっき, こけょさけしすおう う 
ゃいさけしかにっ くっ けしけぉっくくけ きってぇのす 
ょさせゅ ょさせゅせ – けくう くっ こっさっしっおぇのす-
しは こけ ゃさっきっくう.

′ぇたけょはすしは, せゃに, くっしけいくぇすっかぬ-
くにっ ぉぇぉおう-きぇきぇておう, こにすぇのとう-
っしは ゃにゅせかうゃぇすぬ いょっしぬ しゃけうた おぇ-
さぇこせいけゃ. ╉けくっつくけ, つっかけゃっつっしおうっ 
ょっすひくにてう ゃにいにゃぇのす さぇいょさぇあっ-
くうっ しゃけうきう くっつかっくけさぇいょっかぬくにきう 
ゃにおさうおぇきう う こうしおけき. [ぇょせっす, ゃこさけつっき, つすけ 
さけょうすっかぬくうちに いくぇのす しゃけひ きっしすけ う くうおけゅょぇ 
くっ こけきってぇのす しゃけうきう くっょっかうおぇすくにきう いぇきっ-
つぇくうはきう けすょにたせ ゃいさけしかにた. ┿ っあっかう つすけ, くぇ 
くうた う こさうおさうおくせすぬ きけあくけ, ぇ すけ う ぉせすにかおけえ 
ゃ ゅけかけゃせ いぇこせしすうすぬ.

〉あっ ゃ こっさゃにえ ょっくぬ くっねしすっすうつくにっ はさ-
おうっ おさぇしおう ょっすしおけゅけ ゅけさけょおぇ しすぇさぇくうは-
きう きけかけょにた ょぇさけゃぇくうえ ぉにかう しおさにすに こけょ 
きくけゅけつうしかっくくにきう ゅさぇそそうすう. [っぉはすぇ こけ-
しすぇさぇかうしぬ – けすかうつくにっ おぇさすうくに しけいょぇかう. 
┿ おぇお ぇくぇすけきうつっしおう ょけしすけゃっさくけ こさけさうしけ-
ゃぇくに しぇきにっ ゃけかくせのとうっ つぇしすう すっか! 》けょう, 
ょぇ かのぉせえしは!

〉ゃに, こさけおかはすせとうっ つうくけゃくうおう, おけすけさにっ 
いぇゃしっゅょぇ しせこさけすうゃ こさけしすけゅけ すさせょけゃけゅけ くぇ-
さけょぇ, くっ せしこけおけうかうしぬ. ╉ぇいぇかけしぬ ぉに: しょっ-
かぇかう ょっすしおせの こかけとぇょおせ, けすつうすぇかうしぬ, くせ う 
せしこけおけえすっしぬ, – くぇき っひ かけきぇすぬ – くっ こっさっ-
かけきぇすぬ. 〈ぇお ゃっょぬ くっす! ‶かぇくうさせのす ゅけさけょ-
しおうっ ゃかぇしすう, ゃうょうきけ うい つうしすけえ ゃさっょくけしすう, 
いぇすさせょくうすぬ こさけくうおくけゃっくうっ ゅけさけあぇく くぇ 
すっささうすけさうの かうちっは. ╀せょせす いぇぉけさ ゃにしけおうえ 
しすぇゃうすぬ. ╇ すけかぬおけ ょゃぇ ゃたけょぇ. ╃ぇ う すっ – し ゃう-
ょっけおぇきっさぇきう. ╇ し きうかうちうっえ ょけゅけゃぇさうゃぇのす-
しは – つすけぉに くぇさはょ ょっあせさくにえ すぇき けてうゃぇかしは, 
けすょにたせ きってぇか. ╇ せつぇしすおけゃけゅけ こけょいせあうゃぇ-
のす, いぇたけょう, ゅけゃけさはす, しきけすさう いぇ こけさはょおけき.

┿ しおけさけ, ぉぇのす, けぉっとぇのす ゃかぇしすう くぇぉうすぬ 
くぇ おさにてせ ょっすしおけゅけ こぇさけゃけいうおぇ う くぇ しうょっ-
くぬは ゅゃけいょっえ ぉっい てかはこけお. ┿ ゃしっ しすけえおう – おけ-

かのつっえ こさけゃけかけおけえ けぉきけすぇすぬ, ょぇ おさっけいけすけき 
ゃにきぇいぇすぬ. ┿ ゃ こっしけお – こさけすうゃけこったけすくにっ 
きうくに. ┿ くぇ おさにてせ かうちっは – しくぇえこっさぇ しけ 
しょっかぬくけえ けこかぇすけえ すさせょぇ. 〈けかぬおけ ゃけす ゃしひ 
さぇゃくけ せ くうた くうつっゅけ くっ ゃにえょっす! ╁しった くっ 
こっさっしすさっかはってぬ. 〉 くぇし くぇさけょ すぇおけえ, こさう-
ゃにおてうえ う くぇ こけきけえおっ しうあうゃぇすぬ, くぇ きはゅおけき 
きせしけさっ, ょぇ くぇ ょせてうしすにた けぉなっょおぇた. ‶けきけえおぇ 
せ くぇし ぉけかぬてぇは – ゃしは [ぇししっは, ゃっしぬ ╀っさひいけゃ-
しおうえ すぇおけえ. 〉あ きに こけしすぇさぇっきしは. ╀にかけ ぉに 
つすけ こうすぬ-おけかけすぬ, ょぇ ぉにかけ ぉに おけきせ きけさょせ 
ぉうすぬ, ょぇ たけょうかう ぉに こけ せかうちぇき くけしうすっかう おけ-
てっかぬおけゃ う しっさひあっお – きに くっ こさけこぇょひき.

╄しすぬ, ゃこさけつっき, けょくけ けこぇしっくうっ. ┿ ゃょさせゅ 
ゅけさけょしおうっ ゃかぇしすう くぇ すっ 18 きうかかうけくけゃ, つすけ 
ゃにょっかっくに ゅけさけょせ こけ こさけゅさぇききっ «1000 ょゃけ-
さけゃ», くっ ょっすしおうっ こかけとぇょおう ぉせょせす しすさけうすぬ, 
ぇ けょくう しこかけてくにっ こぇさおけゃおう? ╆ぇかぬのす ゃしひ ぇし-
そぇかぬすけき, くう こけしうょっすぬ ちうゃうかういけゃぇくくけ, くう 
しこさはすぇすぬしは, くう こけすせしけゃぇすぬしは. ╇ ょぇあっ さうしけ-
ゃぇすぬ くぇ ぇしそぇかぬすっ くっうくすっさっしくけ ぉせょっす. ╁けす 
ぉっょぇ-すけ こさうょひす!

┿ ゃっょぬ, こけたけあっ, ゃしひ お ねすけきせ. ╃っすしおぇは-すけ 
こかけとぇょおぇ くっ くぇ ゅけさけょしおうっ, くぇ しこけくしけさしおうっ 
ょっくぬゅう こけしすさけっくぇ.  ┿ せ しこけくしけさけゃ, くっしきけ-
すさは くぇ くぇてせ ゅけさはつせの ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ いぇ しけい-
ょぇくうっ すぇおけえ てうおぇさくけえ さぇしこうゃけつくけえ, させおう 
こけつっきせ-すけ けこせしおぇのすしは. ′っ かのぉけ うき くせあょに 
(きぇかにっ う ぉけかぬてうっ) こさけしすにた ゅけさけあぇく せょけゃ-
かっすゃけさはすぬ. ╇き おさぇしけすせ こけょぇゃぇえ. ╁けす う ぉせ-
ょっす せ くぇし おさぇしけすぇ. ╅っかっいけぉっすけくくぇは…
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‶っさゃにえ ゃ ねすけき ゅけょせ, う, おぇお くぇょっのすしは けさゅぇくういぇすけさに, くっ こけしかっょくうえ 
さっえょ こけ すけつおぇき こさけょぇあう すぇぉぇおぇ しけしすけはかしは ゃ きうくせゃてせの こはすくうちせ. 

╄ゅけ ちっかぬの ぉにかけ こさけおけくすさけかうさけゃぇすぬ うしこけかくっくうっ そっょっさぇかぬくけゅけ いぇおけ-
くぇ «¨ぉ けゅさぇくうつっくうう おせさっくうは すぇぉぇおぇ», しけゅかぇしくけ おけすけさけきせ すぇぉぇつくせの 
こさけょせおちうの しすさけゅけ いぇこさっとっくけ こさけょぇゃぇすぬ くっしけゃっさてっくくけかっすくうき. [っえょ 
こさけゃけょうかしは し せつぇしすうっき こけょさけしすおけゃ, おけすけさにっ ゃにさぇいうかう あっかぇくうっ こけ-
きけつぬ こさぇゃけけたさぇくうすっかはき.

╁きっしすっ し さっぉはすぇきう, おけすけさにた けさゅぇくういぇすけさに さっえょぇ «いぇしにかぇかう» ゃ きぇゅぇいうく いぇ 
しうゅぇさっすぇきう,  こさっょしすぇゃうすっかう うくしこっおちうう こけ ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっすくうた う ゅけ-
さけょしおけゅけ さけょうすっかぬしおけゅけ おけきうすっすぇ こけしっすうかう くっしおけかぬおけ すけさゅけゃにた すけつっお ゃ ′けゃけ-
ぉっさひいけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ. ′っゅかぇしくせの こさけゃっさおせ ゃにょっさあぇかう きぇゅぇいうくに «‶はすひ-
さけつおぇ», «′ね╁ぇ», «╋はしけこさけょせおすに», すけさゅけゃぇは すけつおぇ くぇ けしすぇくけゃけつくけき こせくおすっ «╃╉ 
«]けゃさっきっくくうお» – すぇき こさけょぇゃちに くぇけすさっい けすおぇいぇかうしぬ こさけょぇすぬ しうゅぇさっすに. ╂ょっ-すけ 
こけょさけしすけお くぇすけかおくせかしは くぇ こさはきけえ けすおぇい, ぇ ゅょっ-すけ っゅけ こけこさけしうかう こさっょなはゃうすぬ 
こぇしこけさす, おけすけさけゅけ, おけくっつくけ, くっ けおぇいぇかけしぬ. ┿ ょゃぇ きぇゅぇいうくぇ, さぇしこけかけあっくくにた くぇ 
╉けさけかひゃぇ, 8 (╇‶ «┿たきっすてうくぇ» う ╇‶ «【うてっくうくぇ»), ぇ すぇおあっ おうけしお ¨¨¨ «┿ゅっくす-
しすゃけ «╂ぇいっすに ゃ さけいくうちせ» くぇ こっさっおさひしすおっ せかうち ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ う ╋. ╂けさぬおけゅけ 
うしこにすぇくうっ こさけゃぇかうかう. ′っ しこさぇてうゃぇは こぇしこけさすぇ, いょっしぬ しこけおけえくけ けすこせしすうかう いぇ-
こさっとひくくにえ すけゃぇさ きけかけょけきせ つっかけゃっおせ し さっょおうきう せしうおぇきう. ‶け しかけゃぇき けょくけえ うい 
こさけょぇゃとうち, うきっくくけ せしに ゃゃっかう っひ ゃ いぇぉかせあょっくうっ, すぇお おぇお こさうょぇかう こけょさけしすおせ 
ぉけかっっ ゃいさけしかにえ ゃうょ. 

╁ うすけゅっ, ぉにかけ しけしすぇゃかっくけ すさう こさけすけおけかぇ けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こさぇゃけくぇさせてっ-
くうう. ╁ おぇつっしすゃっ くぇおぇいぇくうは ゃかぇょっかぬちぇき すけさゅけゃにた すけつっお ぉせょっす ゃにこうしぇく てすさぇそ.

ぁ〈¨ うくすっさゃぬの, ゃいはすけっ せ くぇつぇかぬくうおぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ うく-
しこっおちうう ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは くぇてっゅけ ゅけさけょぇ っとひ いうきけえ, 

きに さってうかう こさうせさけつうすぬ お いくぇきっくぇすっかぬくけきせ しけぉにすうの – ゃくっょさっ-
くうの ゃ こさぇおすうおせ くけゃけゅけ ういきっさうすっかは しおけさけしすう, おけすけさにえ うしおかの-
つうす しこけさに きっあょせ ゃけょうすっかっき う うくしこっおすけさけき.

╋ぇえけさ きうかうちうう ]すぇくうしかぇゃ ╁かぇ-
ょうきうさけゃうつ ╃はょのく さけょうかしは ゃ 1973 
ゅけょせ, しかせあぉせ くぇつうくぇか し ょけかあくけ-
しすう さはょけゃけゅけ うくしこっおすけさぇ ゃ ╂┿╇ 
』おぇかけゃしおけゅけ さぇえけくぇ ゅ. ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ, ゃ ╀っさひいけゃしおうえ こさうてひか し 
ょけかあくけしすう いぇきっしすうすっかは おけきぇくょう-
さぇ さけすに こけかおぇ ╃‶] 〉╁╃. ╅っくぇす, 
ゃけしこうすにゃぇっす ょゃけうた しにくけゃっえ.

] おけくちぇ ぇゃゅせしすぇ こさけてかけゅけ ゅけょぇ 
は いぇしすせこうか くぇ ょけかあくけしすぬ くぇつぇかぬ-
くうおぇ ╂╇╀╃╃. ‶けょさぇいょっかっくうっ くっ-
ぉけかぬてけっ こけ しさぇゃくっくうの し すっき, つすけ 
は ゃけいゅかぇゃかはか ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. 
《せくおちうえ せ ╂╇╀╃╃ きくけゅけ, う つすけぉに 
さっぇかういけゃぇすぬ ねすう そせくおちうう くせあっく 
おさっこおうえ けぉさぇいけゃぇくくにえ いょけさけゃにえ 
おけかかっおすうゃ. 

¨ょうく うい おぇきくっえ こさっすおくけゃっくうは 
ゃ くぇてっえ さぇぉけすっ – ねすけ いょぇくうっ. ′っ 
すぇお せあ ゃぇあくけ, つすけ いょぇくうっ ╂╇╀╃╃ 
しすぇさけっ, ゅけさぇいょけ ゃぇあくっっ, つすけ けくけ 
すっしくけっ. ′ぇき ねかっきっくすぇさくけ くっおせ-
ょぇ さぇいきっしすうすぬ くぇてうた しけすさせょくう-
おけゃ, つすけぉに けくう きけゅかう くけさきぇかぬくけ, 
ゃ てすぇすくけき さっあうきっ ゃっしすう こさうひき 
ゅさぇあょぇく う のさうょうつっしおうた かうち, いぇ-
くうきぇすぬしは さっゅうしすさぇちうっえ すさぇくしこけさ-
すぇ う けそけさきかっくうっき ╃〈‶, こさけゃけょうすぬ 
すったけしきけすさ. ] こさっょにょせとうき ゅかぇゃけえ 
きに こさけぉかっきせ くぇつぇかう さってぇすぬ, くけ, ゃ 
しゃはいう し っゅけ せたけょけき, ょけ おけくちぇ くっ ょけ-
ゃっかう. ]っえつぇし あょひき こさうたけょぇ くけゃけ-
ゅけ ゅかぇゃに, こけすけきせ つすけ ぉっい せつぇしすうは 
けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは 
ゃけこさけし しすさけうすっかぬしすゃぇ くけゃけゅけ いょぇ-

くうは さってひく ぉにすぬ くっ きけあっす. ′っけょ-
くけおさぇすくけ ゃけこさけし け くけゃけき いょぇくうう 
しすぇゃうかしは こっさっょ けぉかぇしすくにき こさぇゃう-
すっかぬしすゃけき, くけ しさっょしすゃ せ けぉかぇしすう 
くっす. ┿ こさけぉかっきぇ さっゅうしすさぇちうけく-
くけゅけ こけょさぇいょっかっくうは しすけうす けつっくぬ 
けしすさけ, けしけぉっくくけ ょかは こけあうかにた かの-
ょっえ, こにすぇのとうたしは さってうすぬ ゃけこさけし 
け しこうしぇくうう しすぇさにた ぇゃすけきけぉうかっえ 
う きけすけすさぇくしこけさすぇ. ╃ぇあっ っしかう きけ-
すけちうおか ょぇゃくけ しゅくうか う ゃにぉさけてっく 
くぇ こけきけえおせ, くぇかけゅけゃにっ けさゅぇくに, 
こけかぬいせのとうっしは ぉぇいけえ せつひすぇ すさぇくし-
こけさすぇ, ゃしひ さぇゃくけ こさうしにかぇのす おゃう-
すぇくちうう くぇ せこかぇすせ すさぇくしこけさすくけゅけ 
くぇかけゅぇ. ]っえつぇし こっくしうけくっさせ こさう-
たけょうすしは ったぇすぬ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅ. ┿ 
かのょう, けぉせつうゃてうっしは ゃけあょっくうの ゃ 
╀っさひいけゃしおけき, ゃにくせあょっくに ょかは しょぇ-
つう ねおいぇきっくぇ すさぇすうすぬ ちっかにえ ょっくぬ ゃ 
╁っさたくっえ ‶にてきっ. ╉しすぇすう, ゃけこさっおう 
けこすうきういきせ しすけさけくくうおけゃ ╀けかぬてけゅけ 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, こさう けぉなっょうくっくうう 
ゅけさけょけゃ ぉっさっいけゃつぇくっ すけつくけ すぇお 
あっ ゃにくせあょっくに ぉにかう ぉに ょかは こけかせ-
つっくうは ょけおせきっくすけゃ っいょうすぬ ゃ ちっくすさ 
せさぇかぬしおけえ しすけかうちに. ぅ くぇょっのしぬ, 
つすけ し こさうたけょけき くけゃけゅけ ゅかぇゃに «あう-
かうとくにえ ゃけこさけし» ょかは ╂╇╀╃╃ しょゃう-
くっすしは し きひさすゃけえ すけつおう.

』すけ おぇしぇっすしは しぇきけゅけ こけょさぇいょっ-
かっくうは, いぇ ょっしはすぬ きっしはちっゃ, つすけ は 
くぇたけあせしぬ ゃ ょけかあくけしすう, けくけ こさっ-
すっさこっかけ けょくせ さっけさゅぇくういぇちうの う 
けょくけ くっぉけかぬてけっ しけおさぇとっくうっ. ╁ 
こけょさぇいょっかっくうはた きうかうちうう ゃけけぉとっ 

くけさきぇかぬくにき はゃかはっすしは こけしすけはくくぇは 
さけすぇちうは おぇょさけゃ. ╋っくはっすしは させおけ-
ゃけょうすっかぬ – きっくはっすしは う かうつくにえ 
しけしすぇゃ. ぅ こけしすぇさぇかしは こさうゃっしすう 
おけかかっおすうゃ ゃ ぉけかっっ-きっくっっ くぇょかっ-
あぇとうえ ゃうょ. ╃かは ねすけゅけ こさうてかけしぬ 
こさけしすうすぬしは し くっおけすけさにきう しけすさせょ-
くうおぇきう. ‶さうてかけしぬ きっくはすぬ さっあうき 
さぇぉけすに. ╇ せあっ お おけくちせ こさけてかけゅけ 
ゅけょぇ せ くぇし せかせつてうかうしぬ さっいせかぬすぇ-
すに. ′ぇこさうきっさ, ょっしはすぬ くにくってくうた 
うくしこっおすけさけゃ ょけさけあくけゅけ ょゃうあっ-
くうは しっえつぇし ゃにはゃかはのす くぇ ょけさけゅぇた 
しすけかぬおけ あっ こぬはくにた ゃけょうすっかっえ いぇ 
させかひき, しおけかぬおけ ゃ こさけてかけき ゅけょせ 
せょぇゃぇかけしぬ こけえきぇすぬ しうかぇきう しっき-
くぇょちぇすう しけすさせょくうおけゃ. ╁こさけつっき, 
ょけ うょっぇかぇ ょぇかっおけ: しけおさぇとっくうっ 
てすぇすくけゅけ さぇしこうしぇくうは しおぇいぇかけしぬ 
けつっくぬ しうかぬくけ. [ぇくぬてっ きに ゃ しせすおう 
ゃにしすぇゃかはかう 17 うくしこっおすけさけゃ ╃‶]. 
]っえつぇし ゃ てすぇすっ つせすぬ ぉけかぬてっ 20 
うくしこっおすけさけゃ ╃‶], う ょっしはすっさにた 
うい くうた きに ゃにしすぇゃかはっき くぇ ょけさけゅう 
っあっしせすけつくけ. ┿ ゃっょぬ うき こさうたけょうすしは 
ゃにこけかくはすぬ っとひ う そせくおちうう けそけさき-
かっくうは ╃〈‶ (ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ ねすうき 
いぇくうきぇっすしは しこっちうぇかういうさけゃぇくくぇは 
ゅさせここぇ). ╃かは くぇてっゅけ ぉけかぬてけゅけ 
けおさせゅぇ ねすけ けつっくぬ きぇかけ. ╉けくっつくけ 
あっ, こけかお ╃‶] けおぇいにゃぇっす こけきけとぬ 
ょゃせきは-すさっきは ねおうこぇあぇきう くぇ [っ-
あっゃしおけき すさぇおすっ, さぇい-ょゃぇ ゃ きっしはち 
こけきけゅぇっす さけすぇ けこっさぇすうゃくけゅけ さっぇ-
ゅうさけゃぇくうは せこさぇゃかっくうは ╂╇╀╃╃, くけ 
ゃしっゅょぇ たけつっすしは ぉけかぬてっゅけ.

╋くけゅけ ゃさっきっくう ゃ きけっえ さぇぉけすっ 
いぇくうきぇっす けぉせつっくうっ, ゃけしこうすぇくうっ 
かうつくけゅけ しけしすぇゃぇ. ┿ しっえつぇし けつっ-
さっょくぇは さっけさゅぇくういぇちうは. ╉ぇあょにえ 
しけすさせょくうお こさけたけょうす ぇすすっしすぇちうの. 
′け さっそけさきぇ, は しつうすぇの, ょぇゃくけ くぇ-
いさっかぇ. ¨しくけゃくぇは こさうつうくぇ – くっ-
けぉたけょうきけ ういきっくうすぬ くっゅぇすうゃくけっ 
けすくけてっくうっ お しけすさせょくうおぇき, ゃに-
いゃぇくくけっ う しきっくけえ けぉとっしすゃっくくにた 
ちっくくけしすっえ, う けすくけてっくうっき しすぇさてっ-
ゅけ こけおけかっくうは, ゃ おけすけさけき ぉにかけ くっ-
きぇかけ さっこさっししうさけゃぇくくにた. ╉しすぇすう, 
しつうすぇの, つすけ «くっかのぉけゃぬ» お ╂╇╀╃╃ 
– «いぇしかせゅぇ» しさっょしすゃ きぇししけゃけえ うく-
そけさきぇちうう, ぉけかぬてっ けしゃっとぇのとうた 
くぇさせてっくうは しけ しすけさけくに きうかうちうけ-
くっさけゃ う きっくぬてっ さぇししおぇいにゃぇのとうた 
けぉ うた せしこったぇた ゃ ぉけさぬぉっ し こさっしすせこ-
くけしすぬの. 〈ぇおあっ こけおぇいぇすっかっく くっ-
ょぇゃくうえ しかせつぇえ, おけゅょぇ きに くぇてかう う 
ゃっさくせかう ゃかぇょっかぬちせ せゅくぇくくせの きぇ-
てうくせ, ぇ けく こさっょなはゃうか こさっすっくいうう 
お きうかうちうう いぇ しかけきぇくくにっ せゅけくとう-
おぇきう ょゃっさくにっ いぇきおう う ゃにさゃぇくくにっ 
こさけゃけょぇ いぇあうゅぇくうは.

′ぇょっのしぬ, つすけ さっそけさきぇ ゃ おけさくっ 
ういきっくうす う ょっくっあくけっ しけょっさあぇくうっ 
きうかうちうけくっさけゃ, つすけ こさうゃかっつひす ゃ 
くぇてう さはょに ぉけかぬてっ けぉさぇいけゃぇくくにた 

う けすゃっすしすゃっくくにた かのょっえ. ′ぇて しけ-
すさせょくうお ょけかあっく ぉにすぬ いぇとうとひく う 
きぇすっさうぇかぬくけ, う しけちうぇかぬくけ, う いぇ-
おけくけょぇすっかぬくけ.

– ]すぇくうしかぇゃ ╁かぇょうきうさけゃうつ, 
ゃけょうすっかっえ けつっくぬ ゃけかくせっす くけゃぇは 
くけさきぇ いぇおけくぇ, うしおかのつぇのとぇは くぇ-
かうつうっ かのぉけゅけ, しぇきけゅけ くっいくぇつう-
すっかぬくけゅけ しけょっさあぇくうは ぇかおけゅけかは ゃ 
おさけゃう ゃけょうすっかは. ┿ ゃっょぬ ぇかおけゅけかぬ 
けぉくぇさせあうゃぇっすしは う こけしかっ せこけすさっ-
ぉかっくうは おゃぇしぇ, おっそうさぇ, そさせおすけゃ 
う ゅぇいうさけゃぇくくけえ ゃけょに. ╉ぇお ぉにすぬ?

– ぅ う しぇき くっきぇかけ かっす けすさぇ-
ぉけすぇか ょけさけあくにき うくしこっおすけさけき. 
╄あっょくっゃくけ けぉとぇはしぬ し ょっしはすおぇきう 
かのょっえ, うくしこっおすけさに ╂╇╀╃╃ こさう-
けぉさっすぇのす たけさけてうえ けこにす う くぇ-
きひすぇくくにえ ゅかぇい ゃ さぇしこけいくぇゃぇくうう 
くっすさっいゃにた くぇさせてうすっかっえ. ‶けゃっさぬ-
すっ, くう けょうく ゃけょうすっかぬ, こけこうゃてうえ 
おゃぇしぇ, ゃ ╀っさひいけゃしおけき っとひ くう さぇいせ 
くっ ぉにか くぇおぇいぇく. ╉ すけきせ あっ しっえつぇし 
ゃ くぇてっ こけょさぇいょっかっくうっ こけしすせこうかう 
ぇかおけすっしすっさに し くけさきぇきう こけ ょけこせ-
しおせ, けすおぇかうぉさけゃぇくくにきう ゅけさぇいょけ 
ゃにてっ, つっき さぇくぬてっ. ╇ くっ いぇぉにゃぇえ-
すっ, つすけ ゃけょうすっかぬ, いぇこけょけいさっくくにえ 
ゃ せこけすさっぉかっくうう ぇかおけゅけかは, ゃこさぇゃっ 
すさっぉけゃぇすぬ けしゃうょっすっかぬしすゃけゃぇくうは ゃ 
きっょせつさっあょっくうう, しょぇすぬ おさけゃぬ くぇ 
せゅかせぉかひくくにえ ぇくぇかうい.

– ╀けかっいくっくくぇは すっきぇ – きぇさて-
させすおう. ╋けあくけ かう くっ こせしすうすぬ 
きぇさてさせすおう ゃ くぇて ょゃけさ? 

– ぅ ねすせ しうすせぇちうの いくぇの. ‶けこにす-
おぇ けゅさぇくうつうすぬ しすけはくおせ «きぇさてさせす-
つうおけゃ» ゃけ ょゃけさぇた くぇすにおぇっすしは くぇ 
うた あぇかけぉに ゃ ぇくすうきけくけこけかぬくにえ 
おけきうすっす. ‶さっょこさうくうきぇすっかう あぇ-
かせのすしは, せすゃっさあょぇは, つすけ させおぇきう 
╂╇╀╃╃ おすけ-すけ こにすぇっすしは きけくけこけ-
かういうさけゃぇすぬ ゅけさけょしおうっ こっさっゃけい-
おう. ‶けさはょけお ゃ ねすけえ しそっさっ きけあくけ 
ぉせょっす くぇゃっしすう すけかぬおけ しけゃきっしすくけ 

し きせくうちうこぇかうすっすけき. ╅ょひき きねさぇ. 
╃ぇあっ せしすぇくけゃうすぬ いくぇお, いぇこさっ-
とぇのとうえ ゃなっいょ ゃけ ょゃけさ, – こさけ-
ぉかっきぇ. ╃っかけ ゃ すけき, つすけ せ くぇし ゃ 
ゅけさけょっ くっす しこっちうぇかういうさけゃぇくくけゅけ 
こけょさぇいょっかっくうは こけ さぇぉけすっ し すった-
くうつっしおうきう しさっょしすゃぇきう さっゅせかうさけ-
ゃぇくうは ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは. ╋に 
きけあっき ゃにょぇすぬ こさっょこうしぇくうっ, くけ 
せしすぇくけゃうすぬ いくぇお きけあっす すけかぬおけ 
きせくうちうこぇかうすっす. ╋けゅせ けすおさにすぬ くっ-
ぉけかぬてせの すぇえくせ: くぇ けぉしかせあうゃぇくうっ 
ょけさけあくにた いくぇおけゃ ゃ ねすけき ゅけょせ ゅけ-
さけょけき いぇこかぇくうさけゃぇくけ… 110 すに-
しはつ させぉかっえ. ]つうすぇっき: くけゃにえ いくぇお 
しすけうす こけさはょおぇ ょゃせた し こけかけゃうくけえ 
すにしはつ させぉかっえ. ┿ けょくけおさぇすくけっ けぉ-
しかせあうゃぇくうっ すけかぬおけ けょくけゅけ いくぇおぇ 
しうかぇきう しこっちうぇかういうさけゃぇくくけえ けさ-
ゅぇくういぇちうう – いぇきっくぇ しゃっすけけすさぇ-
あぇのとっえ こかひくおう, きけえおぇ, さっきけくす 
しすけえおう うかう おさっこかっくうは – しすけうす 
こさうきっさくけ しすけかぬおけ あっ. 〉つうすにゃぇは 
しけすくう せあっ せしすぇくけゃかっくくにた ゃ ゅけさけ-
ょっ いくぇおけゃ, ねすぇ しせききぇ «しなっょぇっすしは» 
きゅくけゃっくくけ. ] すぇおうきう ょっくぬゅぇきう ゅけ-
さけょ こさけしすけ くっ けぉっいけこぇしうすぬ.

′ぇいゃぇくうっ くぇてっえ しかせあぉに ゃ しゃは-
いう し こっさっうきっくけゃぇくうっき ゃ こけかうちうの 
くっ こけきっくはっすしは. 》けつせ くぇこけきくうすぬ, 
つすけ きに – うくしこっおちうは ╀╄╆¨‶┿]′¨-
]〈╇ ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは. ‶けうき-
おぇ くぇさせてうすっかは – けすくのょぬ くっ しぇきけ-
ちっかぬ, ぇ かうてぬ しさっょしすゃけ しけいょぇすぬ くぇ 
ょけさけゅっ すぇおうっ せしかけゃうは ょゃうあっくうは, 
おけすけさにっ こけいゃけかはす かのぉけきせ ゃけょう-
すっかの, しけぉかのょぇのとっきせ こさぇゃうかぇ, 
しこけおけえくけ, ぉっい けこぇしっくうえ いぇ しゃけう 
あういくぬ う いょけさけゃぬっ ょけったぇすぬ ょけ くぇ-
きっつっくくけえ すけつおう. ‶けねすけきせ くぇてぇ 
しかせあぉぇ くぇこさはきせの いぇゃうしうす けす ゃぇ-
てっえ, ゃけょうすっかう, けすゃっすしすゃっくくけしすう 
う こけさはょけつくけしすう, す.っ. けす あっかぇくうは 
しけぉかのょぇすぬ こけさはょけお う すさっぉけゃぇすぬ 
っゅけ しけぉかのょっくうは けす けおさせあぇのとうた.

┿╉〈〉┿╊を′¨

′┿ ╆╄╊┱′¨╈ ╁¨╊′╄ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
┿ゃすけかのぉうすっかう, けぉうすぇのとうっ くぇ ゅけさけょしおけき そけさせきっ, しけしすぇゃうかう けぉ-

さぇとっくうっ ゃ ゅけさけょしおせの おけきうししうの こけ ぉっいけこぇしくけしすう ょけさけあくけゅけ ょゃう-
あっくうは: けくう こさけしうかう せゃっかうつうすぬ うくすっさゃぇかに さぇぉけすに しゃっすけそけさけゃ, 
くぇくっしすう くっょけしすぇのとせの さぇいきっすおせ う しょっかぇすぬ おぇさきぇくに ょかは けぉとっしすゃっく-
くけゅけ すさぇくしこけさすぇ. ′ぇ しけしすぇゃかっくうっ けすおさにすけゅけ こうしぬきぇ うた こけょすけかおくせかう 
こさけぉおう, っあっょくっゃくけ けぉさぇいせのとうっしは くぇ ょけさけゅぇた ╀っさひいけゃしおけゅけ. 

′っょぇゃくけ いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに けおさせゅぇ ]っさゅっえ ╇かぬうくにた しけけぉとうか あうすっかはき けぉ 
せゃっかうつっくうう うくすっさゃぇかぇ ょゃうあっくうは くぇ こっさっおさひしすおぇた せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす–
╋ぇおしうきぇ ╂けさぬおけゅけ,  ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす–』ぇこぇっゃぇ, すぇおあっ いっかひくにえ しゃっす ゅけさうす 
90 しっおせくょ くぇ しゃっすけそけさっ, さぇしこけかぇゅぇのとっきしは くぇ せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす, 4ぇ. 

«′ぇくっしっくうっ ゅけさういけくすぇかぬくけえ ょけさけあくけえ さぇいきっすおう くぇ せか. ]すさけうすっかっえ, せか. 
╊っくうくぇ, ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす いぇこかぇくうさけゃぇくけ くぇ かっすくうえ こっさうけょ 2011 ゅけょぇ.

¨ぉけさせょけゃぇくうっ おぇさきぇくけゃ ょかは けぉとっしすゃっくくけゅけ すさぇくしこけさすぇ くぇ せか. ╊っくうくぇ 
くぇ けしすぇくけゃおっ «【おけかぇ わ1» ゃ けぉっ しすけさけくに う せか. ╀っさひいけゃしおうえ すさぇおす くぇ けしすぇ-
くけゃおっ «╀]〉» こけ くっつひすくけえ しすけさけくっ ぉせょっす さぇししきけすさっくけ くぇ おけきうししうう こけ けぉっ-
しこっつっくうの ぉっいけこぇしくけしすう ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは 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», – しけけぉとぇっすしは ゃ こうしぬきっ. 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

┦ ┳┲┵┖┯┮┤┹ 
┰┬┴┱┲ ┱┩ ┪┬┦┷┶
╁ くけつぬ し 14 くぇ 15 きぇは ゃ ╋けくっすくけき たせかうゅぇくに 

しくはかう ゃうょっけおぇきっさせ, おけすけさぇは ゃうしっかぇ くぇょ ゃたけょけき 
ゃ ておけかせ-うくすっさくぇす. 〉つぇしすおけゃにっ しつうすぇのす, つすけ 
こさっしすせこかっくうっ きけゅかう しけゃっさてうすぬ こけょさけしすおう. ╁っ-
ょひすしは しかっょしすゃうっ.

╁ ゃけしおさっしっくぬっ, 15 きぇは, あうすっかぬ ╉かのつっゃしおぇ ぃ. 
』っさくにてけゃ せしすさけうか しおぇくょぇか くぇ せかうちっ 8 ╋ぇさすぇ. 
‶さぇゃけけたさぇくうすっかう しけけぉとぇのす, つすけ «ょっぉけてうさ» 
くぇたけょうかしは ゃ くっすさっいゃけき ゃうょっ. ╅うすっかはき こけしひか-
おぇ «おけくちっさす» しけしっょぇ くっ こけくさぇゃうかしは, う けょくぇ うい 
あっくとうく こけいゃけくうかぇ ゃ きうかうちうの. 〉つぇしすおけゃにっ ゃに-
はしくはのす こけょさけぉくけしすう 』‶.

[ぇしおさにすぇ おさぇあぇ ょゃぇょちぇすう すにしはつ させぉかっえ せ 
あうすっかは ╋けくっすくけゅけ. ぁすけ こさっしすせこかっくうっ こさけういけ-
てかけ っとひ ゃ しっくすはぉさっ こさけてかけゅけ ゅけょぇ. ╃ゃけっ くっ-
ういゃっしすくにた しうかぬくけ ういぉうかう きせあつうくせ  ゃけいかっ おぇそっ 
«╋けくっすぇ». ‶けおぇ こけしすさぇょぇゃてうえ くぇたけょうかしは ぉっい 
しけいくぇくうは, おすけ-すけ せおさぇか せ くっゅけ ょっくぬゅう. 〉ゅけかけゃ-
くけっ ょっかけ しすさぇあう こけさはょおぇ いぇゃっかう, くけ すけかぬおけ こけ 
そぇおすせ くぇくっしひくくにた すっかっしくにた こけゃさっあょっくうえ. ‶さっ-
しすせこくうおけゃ くぇてかう. ┿ けぉ せおさぇょっくくにた ょゃぇょちぇすう 
すにしはつぇた しすぇかけ ういゃっしすくけ ゃ たけょっ ょけいくぇくうは. ╂さぇ-
ぉうすっかぬ いぇょっさあぇく. 

┵┮┤┱┨┤┯ 
┱┤ ┸┤┫┩┱┨┩
╁ おけかかっおすうゃくけき しぇょせ «╋っょゃっあぬっ» (37 おき 

[っあっゃしおけえ すさぇししに) こさけういけてひか おけくそかうおす 
きっあょせ ょぇつくうおぇきう. ╁かぇょっかうちぇ こさうせしぇょっぉくけゅけ 
せつぇしすおぇ くぇこうしぇかぇ いぇはゃかっくうっ ゃ こけかうちうの くぇ 
きせあぇ こさっょしっょぇすっかぬくうちに しぇょけゃけゅけ すけゃぇさうとっ-
しすゃぇ, おけすけさにえ くぇくひし っえ すっかっしくにっ こけゃさっあょっ-
くうは. ]っえつぇし せつぇしすおけゃにっ ゃにはしくはのす, こけつっきせ 
きせあつうくぇ こけょくはか させおせ くぇ あっくとうくせ. ╋っあょせ 
すっき, ゃ きけくっすくうくしおけき けすょっかっくうう きうかうちうう ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ ¨╁╃ けすきっつぇのす, つすけ しおぇくょぇかに ゃ 
«╋っょゃっあぬっき» – くっ さっょおけしすぬ. ╆くぇつうすっかぬくぇは 
つぇしすぬ けゅけさけょくうおけゃ ょぇゃくけ さぇいょっかうかぇしぬ くぇ ょゃっ 
こさけすうゃけぉけさしすゃせのとうっ しすけさけくに. ╆ゃけくはす ゃ «02» 
すけ けょくう, すけ ょさせゅうっ. 〈ぇお, ゃ こさけてかけき ゅけょせ ゃ 
おけかかっおすうゃくにえ しぇょ いぇかっいかう ゃけさに う けぉけおさぇかう 
ゃしった しけぉしすゃっくくうおけゃ. ‶けしすさぇょぇゃてうっ, おけくっつ-
くけ あっ, けぉゃうくうかう しゃけうた しけしっょっえ-くっこさうはすっ-
かっえ. ′け きぇさけょひさぇきう けおぇいぇかうしぬ しけゃっさてっくくけ 
こけしすけさけくくうっ かのょう, おけすけさにっ け おけくそかうおすっ ゃ 
«╋っょゃっあぬっき» ょぇあっ くっ こけょけいさっゃぇかう… ′けゃにえ 
ょぇつくにえ しっいけく くぇつぇかしは.         

‶けょゅけすけゃうかぇ 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿



Ïîíåäåëüíèê, 23 ìàÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «7 ╃′╄╈» 

06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

09.00, 23.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]

10.00, 17.00, 00.30 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄) 

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

11.30, 01.50 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)  

12.30  «╅╇〈を ]′┿』┿╊┿». 〈/]

13.30 «╋╄╅╃〉 ′┿╋╇…» 

14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿

14.15 «╂[┿′╇ «[〉╀╇′┿» 

15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»

15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

15.30 «〈┿╋』｠-【¨〉»

16.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»

16.15 «¨》¨〈′╇╉╇ ′┿ ╃[┿╉¨′¨╁». ╋/] 

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

19.00 «‶[ぅ╋┿ぅ ]╁ぅ╆を»

19.45 «′ぁ‶» (′╄╊╄╂┿╊を′¨╄ ぁ╉¨′¨╋╇』╄]╉¨╄ 

‶[¨]〈[┿′]〈╁¨)

20.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»

22.00  «╅〉[¨╁ 2». 〈/]

00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»

02.45 «〉╊｠╀′╇]を!»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20  «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.15 〈/] «]╊╄╃»
18.55 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
19.55 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁｠》¨╅〉 〈╄╀ぅ 

╇]╉┿〈を»
22.30 «┿′┿〈¨╊╇╈ ╉┿[‶¨╁.
╁]╄ 》¨╃｠ ╆┿‶╇]┿′｠»
23.30, 03.00 ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ‶¨ 〈╄╊〉»
00.40 «〈╇》╇╈ ╃¨╋»
01.10 》/《 «]╋¨╉╇′╂»
03.05 》/《 «‶╇╉′╇╉»

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

『╄[〈. ′╄╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ 
╇]〈¨[╇ぅ»

12.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈- 
′╄[｠»

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

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨]〈¨╄╁]╉╇╈»
22.05 〈/] «╀[╇╂┿╃┿»
00.10 ╁╄]〈╇+
00.30 ╃/《 «╉╇′¨╁¨╈′｠ ‶¨- 

]¨╁╄〈]╉╇»
01.20 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.30 》/《 «╀｠╊ ╋╄]ぅ『 ╋┿╈»

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

╇]【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨-

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

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

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╋〉》-

〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «╋¨]╉╁┿. 『╄′〈-

[┿╊を′｠╈ ¨╉[〉╂»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 «』╄]〈′｠╈ ‶¨′╄╃╄╊を- 

′╇╉»
00.25 «【╉¨╊┿ ╆╊¨]╊¨╁╇ぅ»
01.10 «《〉〈╀¨╊を′┿ぅ ′¨』を»
01.45 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
02.45 «╃¨ ]〉╃┿»
03.45 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨- 

╁╄[╉┿»

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «╅╇╊╇-╀｠╊╇ ]〈┿- 

[╇╉ ]¨ ]〈┿[〉》¨╈»
13.10 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
14.05 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を «╃¨╉〈¨[ 

《╇╊¨]¨《╇╇»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.30 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 ╉[╄╋╊を ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈
18.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.00 ]┿〈╇. ′╄]╉〉』′┿ぅ ╉╊┿]-

]╇╉┿...
20.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.20 ╁¨]╄╋を  ╁╄』╄[¨╁ ] ╁╄′╇-

┿╋╇′¨╋ ]╋╄》¨╁｠╋
22.15 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.00 ╉〈¨ ╋｠?
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «]〈┿[【┿ぅ ]╄]〈[┿»
01.30 ╃/《  «╉┿╋╇╊を ‶╇]]┿[[¨»
01.40 ╁¨]╄╋を  ╁╄』╄[¨╁ ] ╁╄′╇-

┿╋╇′¨╋ ]╋╄》¨╁｠╋

7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
9.45 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
10.20, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.40 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
11.40 《〉〈╀¨╊. 『]╉┿ - «┿╊┿′╇ぅ»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 ]╇′》[¨′′¨╄ ‶╊┿╁┿′╇╄
15.10 〈╄′′╇]
19.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨-

╊¨╂╇╇
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.00 ╀¨╉]
23.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
00.10, 03.20 ╁╄]〈╇.RU
00.30 «『]╉┿ - «]‶┿[〈┿╉».
‶[¨〈╇╁¨]〈¨ぅ′╇╄»
01.40 TOP GEAR
03.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
03.40 «]〈[┿′┿.RU»
04.10 《〉〈╀¨╊.  «[〉╀╇′» (╉┿- 

╆┿′を) - «╊¨╉¨╋¨〈╇╁»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.35 》/《 «』╇]〈¨╄ ′╄╀¨»
10.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «《¨[╋〉╊┿»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «╂[┿《 ╉[╄]〈¨╁]╉╇╈»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «¨╃╇′ ╃╄′を»
22.50 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.00 «《〉〈╀¨╊を′｠╈ 『╄′〈[»
00.30 〈/] «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ 

╉[╇]〈╇»
02.25 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉¨╄ 

〉╀╇╈]〈╁¨»
04.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.05 》/《 «‶╄[╄╁¨╆』╇╉ - 3»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
21.00 》/《 «╋¨[]╉¨╄ ‶[╇-

╉╊ぃ』╄′╇╄»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 》/《 «]╁╄〈 ╁¨╉[〉╂»
03.10 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
04.10 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.10 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.20 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
5.35 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
11.00 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ╅┿╃′¨]〈╇»
11.30 〈/] «╋¨[]╉¨╈ ‶┿〈[〉╊を», 

1-5 ]╄[╇╇
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «╋¨【╄′′╇╉╇»
23.00, 02.35 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.05 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
00.40 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
01.40 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
02.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.20 》/《 «‶¨‶〉〈』╇╉»

5.00,  7.00  ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-
′╄〈┿

5.30, 6.30 ╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
7.30 «』╇]〈┿ぅ [┿╀¨〈┿»
8.30 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
10.00  «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 «╆╄╊╄′｠╈ ¨╂〉[╄『. ‶¨- 

╊╄╆′┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿»
14.30 》/《 «╇′《╄[′¨»
17.00 〈/] «‶¨ ╆┿╉¨′〉»
18.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇-

〈¨[╇╇»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30, 23.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
21.00 〈/] «NEXT»
2 2 . 0 0  « ╃ ╄ ╊ ¨  ¨ ] ¨ ╀ ¨ ╈ 

╁┿╅′¨]〈╇»
23.30 》/《 «【╄‶¨〈»
01.20  〈/]  «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈-

╁╄′′¨╄»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╋┿[╂¨【┿»
11.00 》/《 «╋╇╊╊╇¨′╄[ ╇╆ 

〈[〉】¨╀»
13.15 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
20.00 》/《 «╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
21.30 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
22.30 》/《 «╀¨╊を【¨╈ ]〈ぁ′»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.30 〈/] «╉┿]╊»
03.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
05.05  〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»
01.30 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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

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

9.10 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
9.30 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.45,  00.40  «DE FACTO»
10.20 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «‶[¨╉〉[┿〈〉[┿. ′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
13.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 00.10, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.05 ╃/《 «╂╇╀╄╊を ]¨ぃ╆┿»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30 ,  03 .20  «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ.  〈[〉╃¨╁｠╄ 

¨〈′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╀╄[╇ぃ»
23.40 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
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КУПОН ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА НА ОДИН ВЫПУСК

Этот купон вы можете отдать в любой киоск, где 
продаётся БР, или отнести по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9.

Текст пишется разборчиво, печатными буквами, без сокращений, 
не более 20 слов. Одно объявление на одном купоне. Рубрики: 

Транспорт, Детское, Животные, Разное, Знакомства, Бытовая техника.

Рубрика ___________________________________________________

Текст объявления _________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Данные (телефон) ______________________________________



ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Теперь вы можете разместить в газете бесплатное объявление 

в следующие рубрики: транспорт, бытовая техника, мебель, 
детское, одежда, животные, знакомства, обмен-бюро, ищу 
работу, сниму жилье.  Ваше объявление будет напечатано в 

ближайший четверг.
Для этого достаточно вырезать наш купон в субботнем 

выпуске, заполнить его печатными буквами и передать в любой 
киоск Роспечати (где продается БР) или к нам в редакцию по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Красных Героев, 9.

• Редакция не несет ответственность за достоверность 
публикуемой информации.

• Редакция не гарантирует публикацию бесплатных 
объявлений.

• Объявления печатаются в порядке их поступления.
• Объявления коммерческого характера на бесплатной 

основе не принимаются.

РЕКЛАМА

ÎÊÍÀ
4490 – без монтажа
8490 – «под ключ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
от 3900 – без монтажа
от 5900 – «под ключ»

Рассрочка без %
Бизнес-центр, ул. Строителей, 4, 3 эт.

www.gostspecstroy.ru 

 219-43-83, 8-904-16-15-763
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Ремонт компьютеров

8-912-27-86-681
РЕКЛАМАsimbatron.ru

ООО «Аварийно-диспетчерская служба»
информирует юридические и частные лица

с 22 марта 2011 года 
предприятие ООО «АДС»

начинает проведение плановых 
подготовительных работ 

к новому отопительному сезону.

◊ Квалифицированный и опытный персонал;

◊ монтаж в здании или помещении, указанном заказчиком, 

пломбировка, ввод в эксплуатацию приборов учета ХВС и 

ГВС, электроэнергии;

◊ регулировка любых сантехнических приборов.

Мы освободим вас от обязанностей поиска, оформления, 

согласования документов на установку приборов расхода и учета 

систем ХВС, ГВС и электроэнергии.

Мы поможем сэкономить ваши денежные средства и время.

Вы получите гарантированные обязательства исправной работы 

установленных приборов сроком на 1 год.

Творческий подход к каждому клиенту позволит выполнить работы 

в удобное для Вас время.

Оплата за выполненные работы производится через кассу 

предприятия ООО «ЖКХ-Холдинг».

Заявки принимаются с 8 до 17 часов в рабочие дни по адресу: 

г. Березовский, ул. Ленина, 65, тел. (34369) 48-480
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Смотрите новости на канале 

«Век телевидения»
с понедельника по пятницу, и итоговый 

выпуск в субботу и воскресенье в

8 00, 13 00, 1800, 2030, 2300
РЕКЛАМА
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‶っさゃにえ 〈╁『

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

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00, 01.20 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
11.30, 01.50 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
12.30 «╅╇〈を ]′┿』┿╊┿». 〈/]
13.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠» 
14.30 «[┿╈]╉╇╄ 〉╂¨╊╉╇». ╃/《
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

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

ぅ╆｠╉╄)
16.00 «〈┿〈-MUSIC»
16.15 «¨》¨〈′╇╉╇ ′┿ ╃[┿╉¨′¨╁». ╋/] 
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄).  

』┿]〈を 1-ぅ
20.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «╅〉[¨╁ 2». 〈/]
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
02.45 «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿ぅ ]〈[┿′╇』╉┿»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20  «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.15 〈/] «]╊╄╃»
18.55 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
19.55 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁｠》¨╅〉 〈╄╀ぅ ╇]- 

╉┿〈を»
22.30 «]╁╇╃╄〈╄╊╇»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50  «′┿ ′¨』を ╂╊ぅ╃ぅ»
00.45 》/《 «╃╄〈╇ ]ぁ╁╇╃╅┿»
02.50 》/《 «╋┿╊を』╇【′╇╉: ‶¨-

]╊╄╃′╄╄ ╇]╉〉【╄′╇╄»

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

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

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

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨]〈¨╄╁]╉╇╈»
22.05 〈/] «╀[╇╂┿╃┿»
00.10 ╁╄]〈╇+
00.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.20 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.35 》/《 «]〈┿[【╇╈ ]｠′», 1 

]╄[╇ぅ
03.55 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

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

╇]【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨-

╇]【╄]〈╁╇╄. [┿]]╊╄╃¨-
╁┿′╇╄»

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

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

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╋〉》-

〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «╋¨]╉╁┿. 『╄′〈-

[┿╊を′｠╈ ¨╉[〉╂»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 «╃╄╊¨ 〈╄╋′¨╄»
00.25 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉
01.25 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.20 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
03.20 «╃¨ ]〉╃┿»
04.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

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

′╇′╇»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.30 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 ╉[╄╋╊を ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈
18.40 ╃/] «100 ╁╄╊╇』┿╈【╇》 

¨〈╉[｠〈╇╈»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂┿╊┿-╉¨′『╄[〈 «╃╄′を 

]╊┿╁ぅ′]╉¨╈ ‶╇]を╋╄′-
′¨]〈╇ ╇ ╉〉╊を〈〉[｠»

21.40, 01.55 ╁¨]╄╋を ╁╄』╄[¨╁ ] 
╁. ]╋╄》¨╁｠╋

22.35 ┿‶¨╉[╇《
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «‶¨[〈[╄〈 ] ╃¨╅╃╄╋»
01.25 [.】╄╃[╇′. «]〈┿[╇′-

′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿ [¨]]╇╈]-
╉╇》 ‶[¨╁╇′『╇┿╊を′｠》 
『╇[╉¨╁»

6.10 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
7.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 

〉[┿╊┿
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
10.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.20 》/《 «3000 ╋╇╊を ╃¨ ╂[╄╈]-

╊╄′╃┿»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
15.10, 02.50 〈╄′′╇]. [¨╊┿′ 

╂┿[[¨]
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿- 

』╄]〈╁┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00, 01.35 TOP GEAR
21.55 《〉〈╀¨╊. «╋¨[╃¨╁╇ぅ» - 

«╅╄╋』〉╅╇′┿-]¨』╇»
23.55, 04.35 ╁╄]〈╇.RU
00.10, 02.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.30 «『]╉┿ - «]‶┿[〈┿╉». ‶[¨-

〈╇╁¨]〈¨ぅ′╇╄»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 》/《 «¨‶┿]′｠╄ ╂┿]〈[¨╊╇»
10.05, 11.45 》/《 «‶¨[¨╉╇ ╇ ╇》 

‶¨╉╊¨′′╇╉╇»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «《¨[╋〉╊┿»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «╂[┿《 ╉[╄]〈¨╁]╉╇╈»
19.55 ]‶╄『. [╄‶¨[〈┿╅
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «〈╄』╄〈 [╄╉┿ ╁¨╊╂┿»
22.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.20 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ‶¨╃ ╂[╇-

《¨╋ «]¨╁╄[【╄′′¨ ]╄-
╉[╄〈′¨»

02.15 》/《 «]〈[╄╉¨╆┿»
05.10 «╆╁╄╆╃｠ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ 

]‶¨[〈┿». ╇╁┿′ ╄╃╄【╉¨

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

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

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

╋¨』╉╇»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «》¨[»
02.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.50 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.50 COSMOPOLITAN

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

╉┿», 5 ╇ 6 ]╄[╇╇
14.00 》/《 «╇╂[｠ ╋¨〈｠╊を╉¨╁»
16.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «¨【╇╀¨』′¨ ¨╀╁╇-

′┱′′｠╈»
23.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.55 «]〈╄′╃»
00.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
00.30 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
01.30 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄- 

[╇┿╊｠»
02.20 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.10 》/《 «╋〉╆╄╈ ╁¨]╉¨╁｠》 

《╇╂〉[»
05.15 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 6»
8.30 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
10.00  «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 «╆╄╊╄′｠╈ ¨╂〉[╄『. ‶¨- 

╊╄╆′┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿»
14.30 》/《 «╁ ┿╃〉»
17.00 〈/] «‶¨ ╆┿╉¨′〉»
18.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇-

〈¨[╇╇»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30, 23.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
21.00 〈/] «NEXT»
22.00 «╅┿╃′¨]〈を»
23.30 》/《 «〈┿╈′┿ ¨[╃╄′┿»
01.10 》/《 «‶[┿╁¨ ′┿ 〉╀╇╈- 

]〈╁¨»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

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

『╄′〈[┿╊〉»
23.35 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》
01.30 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
02.00 〈/] «╉┿]╊»
03.40 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
05.30  〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»
01.30 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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

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

9.10 «╂〉[╋ぁ»
9.40,  00.40  «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
11.40 «〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╂〉《]╇′»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
13.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05, 22.00 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╀╄[╇ぃ»
17.10 «‶¨╉〉‶┿ぅ,  ‶[¨╁╄[ぅ╈!»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.10, 00.10, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.20 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.40 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 25 ìàÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

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

ぅ╆｠╉╄) 
05.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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

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

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

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

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

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

ぅ╆｠╉╄)
19.00 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄).  

』┿]〈を 2-ぅ
20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»
22.00 «╅〉[¨╁ 2». 〈/]
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
02.45 «〉╊｠╀′╇]を!»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20  «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ ╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.15 〈/] «]╊╄╃»
18.55 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
19.55 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁｠》¨╅〉 〈╄╀ぅ ╇]-

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

╊¨╅を»
02.10 》/《 «[╄╁┿′【»
04.05 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»

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

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

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

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨]〈¨╄╁]╉╇╈»
22.05 〈/] «╀[╇╂┿╃┿»
00.10 ╁╄]〈╇+
00.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.20 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.35 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
03.10 》/《 «]〈┿[【╇╈ ]｠′», 2 

]╄[╇ぅ
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

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

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

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╋〉》-

〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «╋¨]╉╁┿. 『╄′〈[┿╊を-

′｠╈ ¨╉[〉╂»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ╇〈┿╊をぅ- 

′╄『»
00.25 «╉╁┿[〈╇[′｠╈  ╁¨‶[¨]»
01.30 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.25 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
03.25 «╃¨ ]〉╃┿»
04.25 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.40 》/《 «‶¨[〈[╄〈 ] ╃¨╅- 

╃╄╋»
12.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.20 》/《 «′╇╉╉¨╊¨ ‶┿╂┿-

′╇′╇»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.30 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 ╉[╄╋╊を ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈
18.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.50 ¨]〈[¨╁┿
21.30, 01.55 ╁¨]╄╋を ╁╄』╄[¨╁ ] 

╁╄′╇┿╋╇′¨╋ ]╋╄》¨╁｠╋
22.25 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
01.20 ╊. ╀╄〈》¨╁╄′. ]¨′┿〈┿ 

わ15

4.50, 10.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
5.55 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
7.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 

〉[┿╊┿
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
10.40, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.55 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
11.55 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉╇╈ 

]┿╋〉[┿╈»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
15.10, 21.00, 02.50 〈╄′′╇].
[¨╊┿′ ╂┿[[¨]
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
22.50 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
23.55, 04.30 ╁╄]〈╇.RU
00.10, 02.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.30 «『]╉┿ - «]‶┿[〈┿╉».
‶[¨〈╇╁¨]〈¨ぅ′╇╄»
01.35 TOP GEAR
04.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.20  》/《  «〈╇》¨╄ ]╊╄╃]〈╁╇╄»
9.35 》/《 «╁┿-╀┿′╉»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╁┿-╀┿′╉ - 2»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «《¨[╋〉╊┿»
16.10 ╋/《 «╉╄′〈╄[╁╇╊を]╉¨╄ 

‶[╇╁╇╃╄′╇╄»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «╂[┿《 ╉[╄]〈¨╁]- 

╉╇╈»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «ぅ ]』╇〈┿ぃ. [┿╆, ╃╁┿, 

〈[╇, 』╄〈｠[╄, ‶ぅ〈を»
22.50 «〈╁ 『╄》»
00.20 》/《 «╉┿〈┿╊┿»
01.50 》/《 «〈╄』╄〈 [╄╉┿ ╁¨╊╂┿»
03.45 》/《 «‶[¨╃╊╇]を, ‶[¨- 

╃╊╇]を ¨』┿[¨╁┿′を╄...»
05.25 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»

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

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

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

╋┿╋¨』╉╇ - 2»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «》¨[»
02.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.50 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.50 COSMOPOLITAN

5.30 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 

] 10.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇-
』╄]╉╇╄ [┿╀¨〈｠

16.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «‶[¨《╄]]╇¨′┿╊｠»
23.00, 02.35 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.05 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
00.40 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
01.40 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄- 

[╇┿╊｠»
02.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.20 》/《 «╁¨]》¨╃ «』┱[′¨╈ 

╊〉′｠»
05.20 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 6»
8.30 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
10.00  «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 «╆╄╊╄′｠╈ ¨╂〉[╄『. ‶¨- 

╊╄╆′┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿»
14.30 》/《 «〈┿╈′┿ ¨[╃╄′┿»
17.00 〈/] «‶¨ ╆┿╉¨′〉»
18.00, 22.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[-

[╇〈¨[╇╇»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30, 23.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
21.00 〈/] «NEXT»
23.30 》/《 «』╄[′｠╈ ¨[╄╊»
01.20 》/《 «′¨』′¨╈ ‶[¨╃┿- 

╁╄『»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╋┿[╂¨【┿»
11.00 》/《 «′╄ ╂[¨╆╇ ぃ╅′¨╋〉 

『╄′〈[┿╊〉»
12.35 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
22.00 》/《 «╆╁¨′¨╉»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 〈/] «╉┿]╊»
03.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
05.10  〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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

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

9.10 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
9.40,  00.40  «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
13.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05, 22.00 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╀╄[╇ぃ»
17.10 «]╄╉[╄〈｠ ]〈[¨╈′¨]〈╇»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
18.10, 00.10, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.05 ╃/《 «╁╊┿]〈を ╁〉╃〉»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.20 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.40 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
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╋┿╈ ┿╄′╃┿ ′┿╋┿╆ 〉╉〉 ╁┿╉｠〈╊┿[｠ 
 ([┿]‶╇]┿′╇╄ ‶ぅ〈╇╉[┿〈′｠》 ′┿╋┿╆¨╁ ′┿ ╋┿╈)
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一

陰き
蔭ょ

-蔭
か

-
ぇた

う
さ 

 

┿
すく

ぇ 
お陰

く
く

蔭さ
っ

つす 19 04.03 05.33 14.20 19.28 22.16 23.46 16 こ蔭く
こす 20 04.01 05.31 14.20 19.29 22.18 23.48 17 一けき
しぉ 21 04.00 05.30 14.20 19.30 22.19 23.49 18 てうき

ゃし 22 03.58 05.28 14.20 19.31 22.21 23.51 19 はおて
こく 23 03.56 05.26 14.20 19.32 22.23 23.53 20 ょ允て
ゃす 24 03.55 05.25 14.20 19.33 22.25 23.55 21 しうて
しさ 25 03.53 05.23 14.20 19.34 22.26 23.56 22 つ蔭さ
つす 26 03.52 05.22 14.20 19.35 22.28 23.58 23 こ蔭く
こす 27 03.50 05.20 14.20 19.36 22.30 00.00 24 一けき
しぉ 28 03.49 05.19 14.20 19.37 22.31 00.01 25 てうき
ゃし 29 03.47 05.17 14.20 19.38 22.33 00.03 26 はおて
こく 30 03.46 05.16 14.20 19.38 22.35 00.05 27 ょ允て
ゃす 31 03.45 05.15 14.20 19.39 22.36 00.06 28 しうて

3-4 きぇえ — 一陰き蔭ょ-蔭か-蔭たうさ ぇっ ぉぇてかぇくぇ, くぇつうくぇっすしは きっしはち ょあせきぇょ-ぇかぬ-ぇたうさ

‶¨》¨╃′╇╉╇

¨〈╉[｠╊╇ 
╉〉‶┿╊を′｠╈ ]╄╆¨′

┿かっおしっえ ╉〉[¨』╉╇′, せつうすっかぬ う うくしすさせおすけさ 
ょっすしおけ-のくけてっしおけゅけ すせさういきぇ ゃ ╋¨〉 ]¨【 わ2

]‶╊┿╁ ゃ ゃっしっくくっっ こけかけゃけょぬっ こけ さっおっ ╀けかぬてけえ ╇くいっさ ゃ 
╀ぇておけさすけしすぇくっ こさっょしすぇゃかはっす うしおかのつうすっかぬくにえ うくすっさっし 

ょかは すせさうしすけゃ-ゃけょくうおけゃ: ぉにしすさけっ すっつっくうっ, けぉうかうっ こっさっおぇすけゃ, 
こさうあうきけゃ, さっいおうた こけゃけさけすけゃ さっおう くぇ そけくっ ょうおけえ こさうさけょに, 
ゅょっ くぇ しすけおうかけきっすさけゃけき せつぇしすおっ ゃしすさっつぇっすしは かうてぬ けょくぇ ょっ-
さっゃせておぇ. ╁けす う きに こけしかっ かにあっ-ゃけょくけゅけ こけたけょぇ くぇ ゅけさせ ╇さっ-
きっかぬ う しこかぇゃぇ こけ さっおっ ぃさのいぇくぬ ゃくけゃぬ けすこさぇゃうかうしぬ くぇ ぃあ-
くにえ 〉さぇか. 

╆ぇ すさう ょくは しこかぇゃぇ こけしっすう-
かう こっとっさせ くぇ こさぇゃけき ぉっさっゅせ 
さっおう ╇くいっさ. 』すけぉに こさけえすう っひ 
ゃっさすうおぇかぬくにえ おけかけょっち, こけくぇ-
ょけぉうかけしぬ ぇかぬこうくうしすしおけっ しくぇ-
さはあっくうっ, おけすけさけっ し しけぉけえ くっ 
ゃいはかう. ′け ょぇあっ ゃ くぇつぇかぬくにた 
おけさうょけさぇた こっとっさに きに こさけこかせ-
すぇかう こけかすけさぇ つぇしぇ.

′ぇ しこかぇゃっ けしけぉっくくけ いぇこけきくうか-
しは きくけゅけおうかけきっすさけゃにえ こっさっおぇす 
]ぇさにてすぇ. ╆ょっしぬ くぇし ういさはょくけ こけ-
ぉさけしぇかけ うい しすけさけくに ゃ しすけさけくせ, 
くっけょくけおさぇすくけ けぉおぇすにゃぇかけ ゃけょけえ.

╁ ぉぇておうさしおけえ ょっさっゃくっ ┿ししに 
きっしすくにっ あうすっかう せあっ し ゅさせいけゃう-
おぇきう あょせす すせさうしすけゃ う こさっょかぇ-
ゅぇのす しゃけう せしかせゅう こけ こっさっぉさけしおっ 
おぇすぇきぇさぇくけゃ くぇ さっおせ ╊っきっいせ, 
こさけすっおぇのとせの ゃ 30 おき. ]こせしすは 
つぇし, けおぇいぇゃてうしぬ くぇ ╊っきっいっ, くぇ-
つぇかう 75-おうかけきっすさけゃにえ しこかぇゃ, 
ういのきうくおけえ おけすけさけゅけ ぉにか こけさけゅ 
』ひさくぇは さっつおぇ – きっしすけ, ゅょっ さっおぇ 
こさけこうかうゃぇっす たさっぉっす 』ひさくにえ. 
ぁすけ こさっこはすしすゃうっ,  ゃ いぇゃうしうきけ-
しすう けす せさけゃくは ゃけょに, すはくっす くぇ 
すさっすぬの-つっすゃひさすせの おぇすっゅけさうの 
しかけあくけしすう. ‶さっょゃぇさうすっかぬくにえ 
けしきけすさ こけさけゅぇ ゃょけかぬ ぉっさっゅぇ くぇし 
うしこせゅぇか: せ ゃたけょぇ ゃけょくぇは きぇししぇ 
こけょけぉくけ さぇしこかぇゃかっくくけきせ しすっおかせ 
きっょかっくくけ しかうゃぇかぇしぬ ゃ きっしすけ こさけ-
たけょぇ しおゃけいぬ たさっぉっす 』ひさくにえ. ┿ 

くうあっ ゃけょぇ しかけゃくけ おうこっかぇ, ゃっしぬ 
そぇさゃぇすっさ さっおう ぉにか ゃ ぉっかにた ぉぇ-
さぇておぇた くぇ ゃにしけおうた ゃぇかぇた.  ‶けさけゅ 
ょっえしすゃうすっかぬくけ すさっぉけゃぇか けす ねおう-
こぇあっえ けすかうつくにた しかぇあっくくにた ょっえ-
しすゃうえ, けす おぇすぇきぇさぇくけゃ – ぉけかぬてけえ 
きぇくっゃさっくくけしすう. ‶けねすけきせ きに こけか-
くけしすぬの さぇいゅさせいうかう おぇすぇきぇさぇく う 
こっさっくっしかう さのおいぇおう こけ ぉっさっゅせ ゃ 
くうあくのの ぉっいけこぇしくせの つぇしすぬ こけ-
さけゅぇ. ′ぇ こせしすけき おぇすぇきぇさぇくっ くぇき 
せょぇかけしぬ こさけえすう こけさけゅ. ′ぇ しっさっ-
ょうくっ こっくうしすにっ ゃぇかに ょけたけょうかう 
ゃにしけすけえ ょけ きっすさぇ, せょぇつくけ こさけ-
しおけつうかう ねすけす けこぇしくにえ せつぇしすけお う 
ゃにぉさぇかうしぬ くぇしおゃけいぬ こさけきけおてう-
きう. 〈ぇお きに けすおさにかう おせこぇかぬくにえ 
しっいけく. 

′ぇ せょけぉくけえ しすけはくおっ こけしかっ こけ-
さけゅぇ くけつっゃぇかう ょさせゅうっ ゅさせここに すせ-
さうしすけゃ-ゃけょくうおけゃ. ′ぇ しかっょせのとうえ 
ょっくぬ こさけてかう きくけゅけおうかけきっすさけ-
ゃせの てうゃっさせ, くせ ぇ こけすけき しこかぇ-
ゃうかうしぬ ょけ こっとっさに う ゃけょけこぇょぇ 
┿おすぇて. 

]こかぇゃ いぇおけくつうかう ゃ ょっさっゃくっ 
′うあくはは ╊っきっいぇ, ゅょっ さっおぇ, ゃにえょは 
こけしかっ 〉さぇかぬしおうた ゅけさ くぇ ╁けしすけつ-
くけ-╄ゃさけこっえしおせの さぇゃくうくせ, すっつひす 
きっょかっくくけ う うくすっさっしぇ ょかは しこかぇ-
ゃぇ  くっ こさっょしすぇゃかはっす. ╆ぇ てっしすぬ 
ょくっえ こさけこかにかう 115 おき こけ さっおっ 
╀けかぬてけえ ╇くいっさ う 75 おき こけ さっおっ 
╊っきっいっ.

╋╇╊¨]╄[╃╇╄
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«¨′┿ ぉにかぇ けつっくぬ おさぇしうゃぇ, くっ こけ すけきせ 
ういはとっしすゃせ う しおさけきくけえ  ゅさぇちうう,  おけ-

すけさにっ  ゃうょくに ぉにかう ゃけ ゃしっえ っひ そうゅせさっ, くけ こけ-
すけきせ, つすけ ゃ ゃにさぇあっくうう きうかけゃうょくけゅけ  かうちぇ,  
おけゅょぇ けくぇ こさけてかぇ きうきけ っゅけ, ぉにかけ  つすけ-すけ  
けしけぉっくくけ  かぇしおけゃけっ  う  くっあくけっ».  ╊っゃ 〈けか-
しすけえ けつっくぬ かのぉうか しゃけの ゅっさけうくの: ゅさぇそう-
くは ┿くくぇ ╉ぇさっくうくぇ いくぇかぇ, つすけ すぇおけっ くっあくぇは 
しすさぇしすぬ う こさっょぇすっかぬしすゃけ, ゃっさくけしすぬ  う けすつぇはく-
くけっ けょうくけつっしすゃけ. 

«╃ゃけさはくおせ» ┿くくせ ╉ぇさっくうくせ たけいはうく ゃにぉさけしうか 
うい きぇてうくに くぇ せつぇしすおっ きっあょせ 』っさっきてぇくおけえ う 
]すぇくけゃけえ. ¨くぇ しうょっかぇ くっしおけかぬおけ くっょっかぬ くぇ けぉけ-
つうくっ ょけさけゅう ゃ けあうょぇくうう しゃけっゅけ ょさせゅぇ. ‶けすけき 
くぇしすせこうかう あせすおうっ はくゃぇさしおうっ たけかけょぇ, う しけぉぇおぇ  
おせょぇ-すけ こさけこぇかぇ. ╋っしすくにっ あうすっかう, さぇしすさけゅぇく-
くにっ すぇおけえ こさっょぇくくけしすぬの あうゃけすくけゅけ, さってうかう, 
つすけ けくけ こけゅうぉかけ ぉっい っょに う すっこかぇ. ′け ┿くくぇ ╉ぇ-
さっくうくぇ ゃしおけさっ けぉなはゃうかぇしぬ. ¨くぇ かうてぬ こっさっきっ-
しすうかぇしぬ くぇ せつぇしすけお けす 【うかけゃおう ょけ かっしたけいぇ: ゃ すせ 
しすけさけくせ せったぇか ぇゃすけきけぉうかぬ たけいはうくぇ. ╁けょうすっかう 
こさけっいあぇのとうた ╂┿╆っかっえ こけょおぇさきかうゃぇのす こしうくせ, 
きくけゅうっ けすおさにゃぇのす ょゃっさう ぇゃすけきぇてうく う しゃうしすけき 
こさうゅかぇてぇのす さにあせの ゃ しぇかけく. ╁ぇょうき, あうすっかぬ 
【うかけゃおう, ゅけすけゃ ゃいはすぬ っひ ゃ ょけき. ′け ┿くくっ くせあっく 
すけかぬおけ ]╁¨╈ たけいはうく. ╇ けくぇ っゅけ あょひす ういけ ょくは ゃ 
ょっくぬ, うい きっしはちぇ ゃ きっしはち. 

– ‶にすぇかうしぬ いぇぉさぇすぬ しけぉぇおせ  し ょけさけゅう: きっしすけ 
けこぇしくけっ, – さぇししおぇいにゃぇっす ╄かっくぇ 【ぇょさうくぇ, こさっょしすぇ-
ゃうすっかぬ ぉっさひいけゃしおけゅけ けすょっかっくうは ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけ-
ゅけ そけくょぇ «╆¨¨いぇとうすぇ». – ′け あうゃけすくけっ つせゃしすゃせっす, 
つすけ っひ たけすはす こけえきぇすぬ, う しおさにゃぇっすしは けす くぇし. 

╄ひ くぇしすけはとせの おかうつおせ くうおすけ くっ いくぇっす, くぇいゃぇかう 
┿くくけえ ╉ぇさっくうくけえ – こけすけきせ つすけ けくぇ ゅけすけゃぇ ぉさけ-
しうすぬしは こけょ おけかひしぇ かのぉけえ きぇてうくに, くぇこけきうくぇのとっえ 
っえ こさけてかせの しつぇしすかうゃせの あういくぬ. ╋に けぉかうゃぇっきしは 
しかっいぇきう う こぬひき しっさょっつくにっ おぇこかう こけしかっ こさけしきけすさぇ 
そうかぬきぇ «》ぇすうおけ» う つすっくうは いぇきっつぇすっかぬくけえ こけゃっしすう 
«╀っかにえ ╀うき 』ひさくけっ せたけ». ′け こけょけぉくにた すさけゅぇすっかぬ-
くにた うしすけさうえ ねくすせいうぇしすに そけくょぇ きけゅせす さぇししおぇいぇすぬ 
くっ けょうく ょっしはすけお. ‶さうつひき, さっぇかぬくにた, ぉっさひいけゃしおうた. 
¨ょくぇおけ いけけいぇとうすくうおぇき くっおけゅょぇ しっくすうきっくすぇかぬくう-
つぇすぬ, けくう すぇおうた ぉっょけかぇゅ くっ けこかぇおうゃぇのす, ぇ しこぇしぇのす, 
けすゃっつぇは くぇ すっかっそけくくにっ いゃけくおう ゅけさけあぇく し しけけぉとっ-
くうはきう け つっすゃっさけくけゅうた ぉっしこさういけさくうおぇた ゃ かのぉけっ 
ゃさっきは しせすけお. 〈ぇおけっ けとせとっくうっ, つすけ せ くうた かうつくぇは 
あういくぬ けすけてかぇ くぇ ゃすけさけえ こかぇく. 

– ′っ すぇお ょぇゃくけ くぇてかう せ しすぇさけこにてきうくしおけゅけ おかぇょ-
ぉうとぇ こけきひす うい けしすぇゃかっくくにた ゃけしぬきっさにた とっくはす, ゃ 
きけさけいに ょけしすぇゃぇかう うい きせしけさけお ぉさけてっくくにた  おけすはす, 
– こさけょけかあぇっす ╄かっくぇ ╁うすぇかぬっゃくぇ. 

‶さけぉかっきぇ ぉっいょけきくにた あうゃけすくにた – ゅかせぉけおぇは, 
きくけゅけしすけさけくくはは う きくけゅけしすさぇょぇかぬくぇは, こけょつぇし おぇ-
あせとぇはしは すせこうおけゃけえ. ‶けねすけきせ ゃけかけくすひさに そけくょぇ, 
しけさぇいきっさはは しけぉしすゃっくくにっ しうかに し しせとっしすゃせのとうきう 
さっぇかうはきう, しせいうかう っひ さってっくうっ: けくう いぇくうきぇのすしは くっ 
しすぇえくにきう, けぉあうゃてうきう ょぇゃくけ くぇてう せかうちに しけぉぇおぇ-
きう, ぇ こけすっさはておぇきう, こけこぇゃてうきう ゃ ぉっょせ ぉぇさぉけしぇきう, 
ゃにぉさけてっくくにきう とっくはすぇきう う おけすはすぇきう, おけすけさにた 
きけあくけ けぉうたけょうすぬ, ゃにかっつうすぬ, ゃぇおちうくうさけゃぇすぬ, しけちう-
ぇかういうさけゃぇすぬ. 〉 すぇおうた ぉせょっす てぇくし くぇえすう しゃけえ ょけき. 

╋っしすくけっ こけょさぇいょっかっくうっ ょっえしすゃせっす かうてぬ ゃすけさけえ 
ゅけょ, くけ っゅけ ねくすせいうぇしすに せあっ しせきっかう こさうしすさけうすぬ ゃ 
ょけぉさにっ させおう 140 けしけぉっえ, すけかぬおけ くにくつっ ぉっさっいけゃつぇ-
くっ いぇぉさぇかう お しっぉっ 50 しけぉぇつぇす. ┿ しおけかぬおけ ぉっいきっさくけ-
ゅけ しつぇしすぬは こさけかうゃぇっすしは くぇ そけくょけゃちっゃ, おけゅょぇ こさけ-
うしたけょうす ょせてっとうこぇすっかぬくぇは ゃしすさっつぇ こけすっさはゃてっえしは 
しけぉぇおう う っひ ゃかぇょっかぬちぇ!  

– 〉 くぇし «くっこさぇゃうかぬくにえ» そけくょ, – さぇししおぇいにゃぇっす ╄. 
【ぇょさうくぇ. – ′っす けそうしぇ, てすぇすくにた しけすさせょくうおけゃ. ‶け-
すけきせ つすけ きに くっ しけぉうさぇっすしは つすけ-すけ ょっかぇすぬ, ぇ ょっかぇっき 
おぇあょにえ つぇし う おぇあょせの きうくせすせ. 》けすは ねすけ う そけくょ, くけ 
ょっくっゅ くっ くぇおけこうかう: ゃしっ しさっょしすゃぇ, おけすけさにっ せょぇひすしは 
しけぉさぇすぬ, うしこけかぬいせっき くぇ くせあょに こけょけこっつくにた しさぇいせ, 
しっえつぇし, つすけぉに おぇお-すけ けぉかっゅつうすぬ うき あういくぬ. 

╃けぉぇゃうき, つすけ つかっくに そけくょぇ すさぇすはす いぇつぇしすせの 
しけぉしすゃっくくにっ させぉかう: ょっくぬゅう けす しこけくしけさけゃ こけしすせ-
こぇのす くっさっゅせかはさくけ, ぇ たゃけしすぇすにっ う せしぇすにっ ょけかあ-
くに っしすぬ おぇあょにえ ょっくぬ. ╉けくっつくけ, っしすぬ せ こけょさぇい-
ょっかっくうは こけしすけはくくにっ う くぇょひあくにっ こけきけとくうおう: 
ゃっすかっつっぉくうちぇ «[ぇくぇさぇ», きぇゅぇいうくに «〈さうけくうおし» 
う «╀けぉさひくけお», たけいはえしすゃけ «【うかけゃしおけっ». ¨ょくう 
ぉっいゃけいきっいょくけ かっつぇす ぉっょけかぇゅ, ょさせゅうっ ょぇのす おけさ-
きぇ, しけかけきせ, きぇすっさうぇかに. ┿ っとひ ょけぉさにっ かのょう ぉっ-
させす ぉっしたけいくにた あうゃけすくにた お しっぉっ くぇ ゃさっきは: ぉっい 
すぇおうた こさうのすけゃ くっ けぉけえすうしぬ, こけしおけかぬおせ  すさっぉせ-
っすしは しさけお, つすけぉに あうゃけすくけっ ゃにかっつうすぬ, しすっさうかう-
いけゃぇすぬ, けすおけさきうすぬ. ‶けょけぉくにっ ょけきぇてくうっ こせくおすに 
こっさっょっさあおう しせとっしすゃけゃぇかう ゃ ぉにゃてっえ おけくのて-
くっ けょくけゅけ うい つぇしすくにた ょけきけゃ ゃ しすぇさけき ちっくすさっ. 
╉かのつっゃしおうえ こっくしうけくっさ こけしすさけうか つっすにさっ ゃけかぬっ-
さぇ ょかは くうつっえくにた しけぉぇお. ′け せ かのょっえ しかせつぇのすしは 
さぇいくにっ けぉしすけはすっかぬしすゃぇ ゃ あういくう, お こさうきっさせ, けくう 
こっさっっいあぇのす, けょくぇおけ うた ょけぉさけっ ょっかけ きけゅせす こけょ-
たゃぇすうすぬ ょさせゅうっ…

– ]っゅけょくは しぇきにき ぇおすせぇかぬくにき けしすぇひすしは しけい-
ょぇくうっ ゃけかぬっさけゃ. ′ぇき くせあくけ こけしすさけうすぬ うた 
ゃしっゅけ すさう-つっすにさっ ょかは こっさっょっさあおう あうゃけす-
くにた, – ょっかうすしは ╄かっくぇ ╁うすぇかぬっゃくぇ. – ¨つっくぬ 
さぇししつうすにゃぇっき くぇ けすおかうお ゃかぇょっかぬちっゃ つぇしす-
くにた ょけきけゃ: きに けぉはいぇすっかぬくけ こけきけあっき うき し 
おけさきぇきう, ぉせょっき しぇきう ゃけいうすぬ しけぉぇお う おけてっお 
くぇ かっつっくうっ ゃ ゃっすおかうくうおせ, けすぉかぇゅけょぇさうき いぇ 
さぇぉけすせ. 

┿ っとひ そけくょ くぇょっっすしは くぇ こけょょっさあおせ ゅけさけょぇ. 
╃ぇ, ょさせゅぇは ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくぇは けさゅぇくういぇちうは – 
そけくょ こけきけとう ぉっいょけきくにき あうゃけすくにき – くぇきっさっ-
くぇ こけしすさけうすぬ こさうのす ゃ こけしひかおっ ╋けかけょひあくけき. ′け 
おけゅょぇ けく こけはゃうすしは? 》ゃぇすうす かう しうか くぇ しけいょぇくうっ, 
ぇ, ゅかぇゃくけっ, しけょっさあぇくうっ っゅけ? ╁けかぬっさに あっ – きっ-
くっっ いぇすさぇすくに, くせあくぇ かうてぬ ぉかうあくはは すっささうすけ-
さうは ょかは うた けぉせしすさけえしすゃぇ: «ょけきうておう» しおけかけすはす 
ょさせいぬは そけくょぇ. ╋っしすくぇは ゃかぇしすぬ, おけくっつくけ, いくぇっす 
け こさけぉかっきっ ぉっいょけきくにた あうゃけすくにた, くけ さってぇっす 
っひ おぇお-すけ ゃはかけ. 《けくょ «╆¨¨いぇとうすぇ» こさっょかけ-
あうか おけくおさっすくにえ, ねおけくけきうつくにえ, こさけゃっさっくくにえ 
ゃぇさうぇくす. ╁っさうすしは, つすけ っゅけ こけょょっさあぇす ゅけさけょ う 
ゅけさけあぇくっ. 

╄しかう せ ゃぇし とっきうす しっさょちっ けす うしすけさうう ┿くくに 
╉ぇさっくうくけえ うかう けす ゃうょぇ くっいくぇおけきけえ こしうくに, 
し すけしおけえ ゃ ゅけかけょくにた ゅかぇいぇた しきけすさはとっえ ゃぇき 
ゃしかっょ, くっ せぉにしすさはえすっ てぇゅ, くっ こさけたけょうすっ 
きうきけ, ぇ こさうきうすっ せつぇしすうっ ゃ うた しせょぬぉっ – しけ-
いゃけくうすっしぬ し ぉっさひいけゃしおうき けすょっかっくうっき そけくょぇ 
«╆¨¨いぇとうすぇ», こさっょかけあうすっ しゃけの こけきけとぬ: 
くせあくに ゃっょぬ くっ すけかぬおけ ょっくぬゅう, くけ う ゃぇてう せきっ-
かにっ させおう, すさぇくしこけさす ょかは こっさっゃけいおう, ゃさっきは, 
ょけぉさけっ しかけゃけ. 〈っかっそけくに  89126648020, 
89193942650.

′┿ ‶[┿╁┿》 ]¨『╇┿╊を′¨╈ [╄╉╊┿╋｠



19 ìàÿ
2011 ãîäà ÃÎÒÎÂÈÌ ÂÌÅÑÒÅ8

ÃÐÈÁÍÎÉ ÏËÎÂ

╇くゅさっょうっくすに: 
• さうし (あっかぇすっかぬくけ ょかうくくけいっさくうしすにえ) – 2 しすぇおぇくぇ
• 3-4 しさっょくうた きけさおけゃう
• 3-4 ゅけかけゃおう さっこつぇすけゅけ かせおぇ
• 500 ゅさぇききけゃ しゃっあうた ゅさうぉけゃ
• きぇしかけ さぇしすうすっかぬくけっ
• しけかぬ, しこっちうう, いっかっくぬ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╁ さぇいけゅさっすにえ おぇいぇく ゃかうゃぇっき さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ う けぉ-

あぇさうゃぇっき くぇ くひき きっかおけ くぇさっいぇくくにっ ゅさうぉに う すひさすせの くぇ 
きっかおけえ すひさおっ きけさおけゃぬ. ‶さっょゃぇさうすっかぬくけ きっかおけ くぇさっあぬすっ 
けつうとっくくにえ けす てっかせたう かせお, おけすけさにえ すぇおあっ しかっょせっす けすこさぇ-
ゃうすぬ ゃ おぇいぇく し きぇしかけき ゃきっしすっ し ょさせゅうきう けゃけとぇきう. ]かっょせっす 
こけきくうすぬ, つすけ こかけゃ かのぉうす きぇしかけ, こけねすけきせ あぇかっすぬ っゅけ くっ 
くせあくけ. ╁ けぉあぇさっくくにっ けゃけとう ょけぉぇゃかはっき しけかぬ, こっさっち う ょさせ-
ゅうっ こさうこさぇゃに こけ ゃおせしせ. ╆ぇすっき たけさけてけ こさけきにすにえ さうし ゃに-
しにこぇっき さぇゃくけきっさくにき しかけっき こけゃっさた けぉあぇさっくくにた けゃけとっえ. 
╆ぇかうゃぇっき ゃしっ うくゅさっょうっくすに ゃけょけえ, おけかうつっしすゃけ おけすけさけえ 
ょけかあくけ ぉにすぬ こさうきっさくけ ゃ 1,5 さぇいぇ ぉけかぬてっ けぉとっゅけ けぉなひきぇ 
さうしぇ う けゃけとっえ. ╆ぇおさにゃぇっき おぇいぇく おさにておけえ う けしすぇゃかはっき くぇ 
こかうすっ. ╁け ゃさっきは こさうゅけすけゃかっくうは こかけゃぇ, ぉせょぬ けく し きはしけき 
うかう ゅさうぉぇきう, しすぇさぇえすっしぬ かうてくうえ さぇい くっ いぇゅかはょにゃぇすぬ こけょ 
おさにておせ おぇいぇくぇ. ╉けゅょぇ ゃに せしかにてうすっ, つすけ っゅけ しけょっさあうきけっ 
おうこうす, せきっくぬてうすっ けゅけくぬ こかうすに ょけ きうくうきせきぇ. 〈っこっさぬ けつう-
しすうすっ, くけ くっ さっあぬすっ つっしくけお. ‶さうけすおさけえすっ おさにておせ う せかけあう-
すっ つっしくけお ゃ ちっくすさっ こかけゃぇ. ′ぇおさけえすっ おさにておせ う けすおかのつうすっ 
けゅけくぬ, けしすぇゃうゃ おぇいぇく くぇ こかうすっ, つすけぉに こかけゃ «ょけてひか». 

×ÈÕÈÐÒÌÀ
╇くゅさっょうっくすに: 
• ちっかぇは おせさうちぇ (1-1,5 おゅ)
• 3-4 かせおけゃうちに
• 5-6 おせさうくにた はうち
• 2 しすけかけゃにた かけあおう きせおう
• しけかぬ う こっさっち こけ ゃおせしせ
• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ
• 1 かうきけく

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]にさせの すせておせ おせさうちに くせあくけ こけょっかうすぬ くぇ つっすにさっ つぇしすう う, いぇかうゃ 

すさっきは かうすさぇきう ゃけょに, こけしすぇゃうすぬ くぇ きっょかっくくにえ けゅけくぬ. ‶けしけかうすっ 
ゃけょせ う ゃぇさうすっ おせさうくけっ きはしけ ょけ ゅけすけゃくけしすう. ‶けしかっ ょけしすぇくぬすっ つっす-
ゃっさすう おせさうちに う けすょっかうすっ きはしけ けす おけしすっえ. ╉せさうくにえ ぉせかぬけく こさけちっょう-
すっ. ¨つうとっくくにえ う きっかおけ くぇさっいぇくくにえ かせお こけょあぇさぬすっ くぇ さぇいけゅさっすけえ 
しおけゃけさけょっ くぇ さぇしすうすっかぬくけき きぇしかっ ょけ こさけいさぇつくけしすう. ╆ぇすっき お かせおせ 
ょけぉぇゃぬすっ きせおせ う こけょあぇさうゃぇえすっ っとひ くっしおけかぬおけ きうくせす. ╃ぇかっっ しかっょせっす 
ょぇすぬ こけょあぇさおっ けしすにすぬ, いぇすっき ゃかうすぬ ゃ くっひ 250 きうかかうかうすさけゃ ぉせかぬけくぇ. 
〈とぇすっかぬくけ こっさっきってぇすぬ しきっしぬ ょけ こけかせつっくうは けょくけさけょくけえ きぇししに.

‶けかせつっくくせの しきっしぬ けすこさぇゃうすぬ お けしくけゃくけえ つぇしすう おせさうくけゅけ ぉせかぬけ-
くぇ. ╃けゃっしすう ぉせかぬけく し きせおけえ ょけ おうこっくうは う ゃぇさうすぬ こはすぬ-しっきぬ きうくせす.

╉せさうくにっ はえちぇ ゃいぉうすぬ う けすこさぇゃうすぬ うた ゃ ゅけさはつうえ ぉせかぬけく, 
こけしすけはくくけ こっさっきってうゃぇは. ╆ぇきっすぬすっ, ぉせかぬけく くっ ょけかあっく おう-
こっすぬ. ‶けしけかうすっ, こけこっさつうすっ う しくうきうすっ っゅけ し こかうすに.

‶っさっょ こけょぇつっえ お しすけかせ くせあくけ さぇいかけあうすぬ おせしけつおう おせさうちに 
こけ すぇさっかおぇき う いぇかうすぬ ぉせかぬけくけき. ╁ おぇあょせの こけさちうの ょけぉぇゃうすぬ 
けょくせ つぇえくせの かけあおせ かうきけくくけゅけ しけおぇ う ういきっかぬつひくくせの いっかっくぬ. 

ÑÌÅÒÀÍÍÛÅ 
ÏÈÐÎÆÊÈ

╇くゅさっょうっくすに: 
• しきっすぇくぇ しさっょくっえ あうさくけしすう – 2 しすぇおぇくぇ 
• きせおぇ – 4 しすぇおぇくぇ 
• はえちけ ょかは しきぇいおう – 1 てす.
• しけかぬ こけ ゃおせしせ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╁かうすぬ ょゃぇ しすぇおぇくぇ たけさけてっえ しゃっあっえ しきっすぇくに ゃ てうさけおせの 

ゅかせぉけおせの こけしせょせ, ゃにしにこぇすぬ こけくっきくけゅせ つっすにさっ しすぇおぇくぇ 
きせおう, さぇしすうさぇは たけさけてっくぬおけ, つすけぉに きせおぇ しけゃっさてっくくけ しけ-
っょうくうかぇしぬ しけ しきっすぇくけえ う しけしすぇゃうかぇ すっしすけ. 

‶けしけかうすぬ こけ ゃおせしせ, っとひ さぇい さぇしすっさっすぬ, ゃにかけあうゃ すっしすけ 
くぇ しすけか, さぇいょっかうすぬ っゅけ くぇ くっぉけかぬてうっ おせしおう, すぇお, つすけぉに うい 
ねすけえ こけさちうう ゃにてかけ 23 こうさけあおぇ しさっょくっえ ゃっかうつうくに. ╃ぇすぬ 
うき こけかっあぇすぬ こはすぬ きうくせす, いぇすっき こさけゃっしすう さぇい しおぇかおけえ こけ 
おぇあょけえ ぉせかけつおっ, こけかけあうすぬ おぇおせの せゅけょくけ くぇつうくおせ, いぇおさにすぬ 
う いぇとうこぇすぬ しゃっさたせ. ]きぇいぇすぬ ゃっさた はえちけき, さぇいかけあうすぬ ゃしっ こう-
さけあおう くぇ こさうゅけすけゃかっくくにえ あっかっいくにえ かうしす, しきぇいぇくくにえ きぇし-
かけき, う こけしすぇゃうすぬ ゃ ゅけさはつせの ょせたけゃおせ くぇ 20-25 きうくせす. ╉けゅょぇ 
こうさけあおう ぉせょせす ゅけすけゃに, ゃにおかのつうすっ ょせたけゃおせ う けしすぇゃぬすっ うた 
ょけたけょうすぬ ゃ くっえ ょけ けぉっょぇ. 

ÊÓÐÈÍÛÅ ÊÎÒËÅÒÛ Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ
╇くゅさっょうっくすに: 
• おせさうくけっ きはしけ うかう せあっ ゅけすけゃにえ そぇさて – 

½ おうかけゅさぇききぇ
• ぉっかけおけつぇくくぇは おぇこせしすぇ, くぇすひさすぇは くぇ きっか-

おけえ すひさおっ, – ½ おうかけゅさぇききぇ 
• けょくぇ かせおけゃうちぇ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
]きってぇえすっ おせさうくにえ そぇさて し きっかおけ くぇさっいぇくくにき 

かせおけき う くぇすひさすけえ ぉっかけおけつぇくくけえ おぇこせしすけえ. ]そけさ-
きうさせえすっ うい こけかせつっくくけゅけ そぇさてぇ くっぉけかぬてうっ おけすかっ-
すに, けぉゃぇかはえすっ うた ゃ きせおっ う けすこさぇゃぬすっ くぇ さぇいけゅさっすせの 
しおけゃけさけょせ し こけょしけかくっつくにき きぇしかけき. ¨ぉあぇさうゃぇえすっ 
ょけ こけかくけえ ゅけすけゃくけしすう.

]けかうすぬ う こっさつうすぬ おけすかっすに くせあくけ, くけ ょっかぇっすしは 
ねすけ くぇ ゃぇて ゃおせし こっさっょ あぇさおけえ.

╄しかう ゃに たけすうすっ こさうゅけすけゃうすぬ ぉけかぬてっ おけすかっす, すけ 
せゃっかうつうゃぇえすっ おけかうつっしすゃけ そぇさてぇ こさけこけさちうけくぇかぬ-
くけ おぇこせしすっ. 

ÑÀËÀÒ «ÍÎ×Ü»
╇くゅさっょうっくすに: 
• 300 ゅ しゃっあっえ ゅけゃはあぬっえ こっつっくう
• 250 ゅ おぇさすけそっかは
• 200 ゅ しゃっあうた けゅせさちけゃ
• けょくぇ かせおけゃうちぇ
• すさう おせさうくにた はえちぇ
• しけかぬ こけ ゃおせしせ
• きぇえけくっい

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
¨すゃぇさうすっ ょけ こけかくけえ ゅけすけゃくけしすう こっつっくぬ. ぁすけ いぇえきひす せ ゃぇし こさうきっさくけ 20 きうくせす ゃさっきっくう. 

╉ぇさすけそっかぬ けすゃぇさうすっ ゃ きせくょうさっ. ╊せお けつうしすうすっ う ういきっかぬつうすっ. ╆ぇすっき いぇかっえすっ おうこはすおけき くぇ-
てうくおけゃぇくくにえ かせお う けしすぇゃぬすっ っゅけ くぇ 15-20 きうくせす, つすけぉに せてかぇ ゅけさっつぬ.

¨つうしすうすっ おぇさすけそっかぬ う くぇさっあぬすっ っゅけ おせぉうおぇきう. ¨しすにゃてせの こっつっくぬ くぇさっあぬすっ しけかけきおけえ. 
¨ゅせさっち すぇおあっ さっあっすしは しけかけきおけえ. ¨すゃぇさっくくにっ ゃおさせすせの はえちぇ けつうしすうすっ う くぇすさうすっ くぇ しさっょ-
くっえ すひさおっ.

╁しっ ゅけすけゃにっ うくゅさっょうっくすに しきってぇえすっ う こけしけかうすっ こけ ゃおせしせ. ╋けあくけ いぇこさぇゃうすぬ しぇかぇす きぇえけ-
くっいけき う こけょぇゃぇすぬ くぇ しすけか.
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УСТАНОВКА
спутниковой антенны

без абонентской платы
РЕМОНТ импортных
телевизоров на дому

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

РЕ
КЛ

АМ
А

• Окна 
• Сейф-двери
• Межкомнатные двери
• Отделка квартир
• Плитка
• Ламинат

Гарантия качества
ул. Гагарина,  10, 

ТЦ "Альянс" 
8-950-63-34-719

РЕКЛАМА

 Остекление балконов 
 Пластиковые окна 

8-904-17-69-355

РЕ
КЛ

АМ
А



РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

КУПЕ-ПРОЕКТ
- шкафы-купе
- межкомнатные двери
- натяжные потолки
Короткие сроки, отлич-
ное качество, непри-
лично низкие цены.

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

Асфальтирование 
дворовых участков 

и подъездных 
путей

8-922-118-77-87

Р
Е
К
Л

А
М

А

ПОЛИСТЕРОЛБЕТОННЫЙ
БЛОК

ул. Коммуны, 84А
8-950-63-18-119 РЕ

КЛ
АМ

А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

ДОСТАВКА КАМАЗОМ

ВЫВЕЗЕМ МУСОР С ЗАГРУЗКОЙ

8-952-14-01-097

Отсев
Щебень
ШПС
Скала
Навоз

Торф
Земля
Перегной
Дресва

РЕ
КЛ

АМ
А

Эйфельный песок

ПАМЯТНИКИ
габбро, мрамор, 

змеевик
гравировка, установка, 

изготовление фотоовалов
Березовский рынок

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

РЕ
КЛ

АМ
А

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

•ЦЕМЕНТ  
•СЕТКА кладочная
•ОГРАЖДЕНИЕ «Егоза» 
•ГВОЗДИ   •СКОБЫ  •ШИФЕР
•ФАНЕРА   •ГИПСОКАРТОН
•КЕРАМЗИТ   •ПЕСОК речной
•ПЕНОПЛАСТ
•ТВИНБЛОК 
•СУХИЕ СМЕСИ
•ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ  
•ЛИСТ оцинкованный
•ПИЛОМАТЕРИАЛ м3 - 4900 р.

РЕ
КЛ

АМ
А

ДОСТАВКА

НБП, ул. 9 Января
3-04-45,  8-902-87-05-333

Сезонные скидки!
21 мая с 10.00 до 19.00 часов 

во Дворце молодежи 
(ул. Театральная, 7)

Состоится выставка-продажа
женских пальто, ветровок, 

плащей, курток
с 42 по 66 размер

ведущих российских 
производителей.

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Центр восстановительной 
медицины и реабилитации «Самородок»

предлагает следующие платные услуги:

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

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

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

КЛ
АМ

А
РЕ

КЛ
АМ

А

Р
Е
КЛ

А
М
А

www.terra_ekb.ru

23 мая с 10.00 до 18.00 
во Дворце молодежи
24 мая с 10.00 до 18.00 
в ДК "Современник"

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЯЯ 
РАСПРОДАЖА!

22 мая с 9.00 до 16.00 

Дворец молодежи

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, ВУАЛЬ –
всё по 80 руб.

Столовая п. Калиновка 
принимает заказы на проведение 

торжественных мероприятий

  свадьбы  банкеты  юбилеи  

зал до ста посадочных мест

8-950-19-51-953
РЕКЛАМА
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от 6500 руб.
Решетки,  заборы,  ворота,  

лестницы,  козырьки

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

РЕКЛАМА

ЛЕЧЕНИЕ:
• Испуга  • Рожи

• Сглаза  • Грыжи
• Сотрясения 

головного мозга и др.

ул. Строителей, 4, оф. 301
(напротив рынка).

Режим работы: вт., чт., суб. 
с 13:00 до 17:00

8-950-20-98-866

Центр 
Нетрадиционных 
Методов Лечения
Снятие тяги к алкоголю
методом кодирования

Р
Е

КЛ
А

М
А

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
ГЕОЛОГ

ПЕРЕТЯГИН 
Николай Иванович

ТЕЛЕФОН
8-908-90-24-652

РЕКЛАМА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ВОРОТА, ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИ,
РЕШЕТКИ, 
ЗАБОРЫ

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

Р
Е

КЛ
А

М
А

Навоз 
конский

в мешках

РЕ
КЛ

АМ
А

Застройщик ООО «Арсенал и К»

ул. Спортивная, 8, 
кирпичный, 9-этажный дом

Отдел продаж: 
Тел. 8 (343) 378-97-16
Сайт: www.aik-gsk.ru

РЕКЛАМА

цены от 33 000 руб./м2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
СЕЙФ-ДВЕРИ мет.,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

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

РЕ
КЛ

АМ
А

«Надежная бухгалтерия»
Ведение бух. учета, сдача отчетности, 

консультации по бух. учёту для ИП. 
Цена договорная.  4-75-81, 8-906-81-58-291

РЕ
КЛ

АМ
А

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
• обрезная доска -

от 3000 руб.
• необрезная доска - 

от 1500 руб. 
• брус • брусок

• горбыль • срезка
• вагонка 

• половая доска
8-919-37-41-219

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «Техностройсервис»
Срубы домов, бань, 

дачных домиков
любых размеров.

Комплектация и монтаж 
под ключ.

8-912-69-07-181

РЕ
КЛ

АМ
А

Кованые изделия:
* виноградная лоза
* цветы

● Лестницы, перила 
● Заборы, ворота

8-922-12-48-848

РЕ
КЛ

АМ
А

Доставка!
Торф, навоз,

чернозем, грунт, 
щебень, отсев, 

скала, песок, 
опил

Услуги экскаватора.
Асфальтирование
8-922-11-87-787

РЕ
КЛ

АМ
А

Торф, 
чернозем, 

щебень, отсев, 
песок, навоз.

Услуги самосвала!
8 950 19 12 755
8 912 25 63 791

РЕ
КЛ

АМ
А

БЕСПЛАТНО! 
вывезем и вынесем
 старый холодильник
 плиту
 ванну
 батареи
 трубы
 двери
 стиральную машину
 лом

8-965-54-06-617

РЕ
КЛ

АМ
А

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
Склад в г. Березовский
 арматура
(1 м от 18 руб.)
 уголок
(1 м от 50 руб.)
 труба профильная
(1 м от 26 руб.)
 сетка кладочная
(1 м2 – 65 руб.)

(343) 256-70-90
8-908-90-51-313
8-912-67-32-904
8-922-17-36-440

 Доставка
 Резка в размер

РЕ
КЛ

АМ
А

БЛОКИ 
из полистеролбетона 

ТЕПЛИЦЫ
СРУБЫ

ул. Октябрьская, 102
8-904-98-15-455

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, ТОРФ.
ВЫВОЗ МУСОРА И ДР.

ДОСТАВКА

8-902-44-37-373
РЕКЛАМА

РЕ
КЛ

АМ
А

ООО «Березовский гранитный завод»

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, гранит, габбро

Портреты, овалы, установка
Пенсионерам скидки

РАССРОЧКА
Тел.: 8 (34369) 4-59-81, 
         8-902-87-26-137

Р
Е
К
Л

А
М

А

«Березовский гранитный завод»

ПЕРЕТЯЖКА И 
РЕМОНТ МЯГКОЙ 

МЕБЕЛИ
Пенсионерам скидки!

8-906-80-17-443
4-50-38 (вечером)

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ 
СКАЛА, 

ЧЕРНОЗЕМ 
ТОРФ, ДРОВА

8-902-87-07-883

РЕ
КЛ

АМ
А

ДОСТАВКА

РЕ
КЛ

АМ
А

8-904-38-78-067
Вывоз мусора 

Услуги самосвала

 торф
 навоз
 чернозем
 опил
 щебень
 отсев

 песок
 скала
 мраморная

крошка
 Ш.П.С.
 глина

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ.
ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ
8-912-69-99-918
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

РЕ
КЛ

АМ
А

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
ЗАБОРЫ, ВОРОТА, 

РЕШЕТКИ, СЕЙФ-ДВЕРИ, 
КОЗЫРЬКИ, ЛЕСТНИЦЫ
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868

РЕ
КЛ

АМ
А

ДОСТАВКА
НАВОЗ, ТОРФ, 

ЗЕМЛЯ
отсев, щебень, скала, 

вывоз мусора и т.д
8-906-80-17-706

РЕ
КЛ

АМ
А

САХАР, 50 кг, 25 кг - 1900 р., 950 р.
МУКА, 50 кг, 25 кг, в/с - 950 р., 480 р.
ОКОРОЧКА, 15 кг - 1400 р. 
СОЛЬ - 400 р.

Доставка бесплатно
8-912-20-48-356 

4-47-29 РЕКЛАМА

КУПЛЮ БАЛЛОНЫ
8-965-54-06-617

РЕКЛАМА

Теплицы
стальные, 

под поликарбонат
4-6 м

доставка, установка
8-922-61-02-014

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

Р
Е

КЛ
А

М
А



19 ìàÿ
2011 ãîäà 11ÒÂ ×åòâåðã, 26 ìàÿ

‶っさゃにえ 〈╁『

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 23.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00, 01.10 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00, 02.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.30, 02.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»  (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «╅╇〈を ]′┿』┿╊┿». 〈/]
13.30 «[┿╈]╉╇╄ 〉╂¨╊╉╇». ╃/《
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «‶〉〈を»
14.30 «╁ ]╄╋を╄ ╄╃╇′¨╈» («′┿【 ╃¨╋ – 〈┿〈┿[-

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

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «【╉¨╊┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.45 «]╋╄【╇′╉╇»
16.00 «〈┿〈-MUSIC»
16.15 «¨》¨〈′╇╉╇ ′┿ ╃[┿╉¨′¨╁». ╋/] 
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
20.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «╅〉[¨╁ 2». 〈/] 
00.40 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20  «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.15 〈/] «]╊╄╃»
18.55 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
19.55 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁｠》¨╅〉  〈╄╀ぅ 

╇]╉┿〈を»
22.30 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.45 》/《 «¨]┿╃┿»
02.50 》/《 «╇╂[¨╁┿ぅ ‶╊¨】┿╃-

╉┿: ╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╃¨-
╋¨╈»

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

′╄[｠»
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
15.05  〈/]  «╄《[¨]╇′をぅ.
‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
17.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨- 

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╃¨]〈¨╄╁]╉╇╈»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.15 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
03.20 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

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

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

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╋〉》-

〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «╋¨]╉╁┿. 『╄′〈[┿╊を-

′｠╈ ¨╉[〉╂»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃»
00.20 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»
01.25 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.20 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
03.20 «╃¨ ]〉╃┿»
04.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╁ 』╄〈╁╄[╂ ╇ ╀¨╊を【╄ 

′╇╉¨╂╃┿»
12.15, 16.55, 20.50, 23.10 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋｠
13.50 ╁╄╉ [〉]]╉¨╂¨ ╋〉╆╄ぅ
14.20 》/《 «′╇╉╉¨╊¨ ‶┿╂┿- 

′╇′╇»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.30 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.50 ╉[╄╋╊を ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈
18.40 ╃/] «100 ╁╄╊╇』┿╈【╇》 

¨〈╉[｠〈╇╈»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
21.30, 01.55 ╁¨]╄╋を ╁╄』╄[¨╁ ] 

╁. ]╋╄》¨╁｠╋
22.25 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╁[╄╋ぅ ̈ 〈╃｠》┿ ] ]〉╀-

╀¨〈｠ ╃¨ ‶¨′╄╃╄╊を′╇╉┿»
01.15 《.╋╄′╃╄╊を]¨′. ]╇╋《¨-

′╇ぅ わ5

5.55 TOP GEAR
7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
10.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
10.50 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.00 》/《 «¨╀╄】┿′╇╄»
13.20 ╁╄]〈╇.RU
13.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
13.55, 17.55 《¨[╋〉╊┿-1
15.50, 21.55, 02.45 〈╄′′╇].
[¨╊┿′ ╂┿[[¨]
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
21.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
23.10 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇. ‶╄[╄╃ 

〈〉[¨╋»
23.55, 04.35 ╁╄]〈╇.RU
00.10, 02.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.30 «『]╉┿ - «]‶┿[〈┿╉».
‶[¨〈╇╁¨]〈¨ぅ′╇╄»
01.35 TOP G┱RL
04.50 «′┿〉╉┿ 2.0»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 》/《 «¨′╇ ╁]〈[╄〈╇╊╇]を 

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

¨〈╉[｠╁┿〈を»
13.40 «PRO ╅╇╆′を». 〈¨╉-【¨〉
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «《¨[╋〉╊┿»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.00 〈/] «╂[┿《 ╉[╄]〈¨╁]╉╇╈»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╋¨╈ ‶[╇′『»
22.55 ╃/《 «‶¨》¨[¨′｠ ‶¨╃ 

╉╊ぃ』»
00.20 》/《 «[┿╆¨[╁┿′′｠╈ ╉[〉╂»
01.55 》/《 «╃╄╁¨』╉╇ ] ╉┿╊╄′-

╃┿[ぅ»
04.00 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
04.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

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

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

╋┿╋¨』╉╇ - 2»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
21.00 》/《 «〈¨〈 ]┿╋｠╈ 』╄-

╊¨╁╄╉»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «》¨[»
02.50 》/《 «[¨╅╃╄]〈╁╄′]╉¨╄ 

¨╂[┿╀╊╄′╇╄»
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

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

╉┿», 7 ╇ 8 ]╄[╇╇
14.00 》/《 «〈╄]〈｠ ╃╊ぅ ′┿-

]〈¨ぅ】╇》 ╋〉╅』╇′»
15.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 ‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[
21.00 》/《 «]╉[｠〈┿ぅ 〉╂[¨╆┿»
23.00, 02.25 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.55 «]〈╄′╃»
00.00  ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
00.30 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
01.30 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
02.20 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.10 》/《 «¨【╇╀¨』′¨ ¨╀╁╇-

′╄′′｠╈»
04.45 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 6»
8.30 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 «╆╄╊╄′｠╈ ¨╂〉[╄『. 

‶¨╊╄╆′┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿»
14.30 》/《 «』╄[′｠╈ ¨[╄╊»
17.00 〈/] «‶¨ ╆┿╉¨′〉»
18.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇-

〈¨[╇╇»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30, 23.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
21.00 〈/] «NEXT»
22.00 «〈┿╈′｠ ╋╇[┿»
23.30 》/《 «[┿╆¨╀╊┿』╄′╇╄»
02.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╋┿[╂¨【┿»
11.00 》/《 «╆╁¨′¨╉»
13.00 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
22.00 》/《 «╆╁¨′¨╉ 2»
23.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 〈/] «╉┿]╊»
03.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
05.10 〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»

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

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

9.10 «[╄╆¨′┿′]»
9.40,  00.40  «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
13.45 ╃/《 «╁╊┿]〈を ╁〉╃〉»
15.05 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05, 22.00 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╀╄[╇ぃ»
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.10, 00.10, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.20 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.40 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.10 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
00.55 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 27 ìàÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 13.30 «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»
05.20, 11.00, 02.15, 02.45 «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
05.50 «‶ぅ〈′╇』′┿ぅ ‶[¨‶¨╁╄╃を» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈/]
10.00, 17.00, 01.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈/] 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30, 01.50 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «〈┿〈┿[]╉┿ぅ ╉[┿]┿╁╇『┿». ╂¨[¨╃]╉¨╈ 

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

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «╆┿′〉╃┿». 》/《
00.00 «〈′╁: 〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ′¨』′¨╂¨ ╁╄】┿′╇ぅ»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20  «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «╅╃╇ ╋╄′ぅ»
18.00 ╁╄』╄[′╇╄ ′¨╁¨]〈╇
18.20 «‶¨╊╄ 』〉╃╄]»
19.10 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 «╉╊〉╀ ╁╄]╄╊｠》 ╇ ′┿- 

》¨╃』╇╁｠》». ╁｠]【┿ぅ 
╊╇╂┿

23.45 》/《 «]╉┿╆╉┿ ‶[¨ 〈╄╋- 
′¨〈〉»

02.20 》/《 «]┿′╉『╇ぅ ′┿ ‶╇╉╄ 
ぁ╈╂╄[┿»

04.50 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
12.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈- 

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

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

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈  ′¨』╇, ╋┿-

╊｠【╇!
21.00 《┿╉〈¨[ ┿
22.30 ╀¨╊を【¨╈ ぃ╋¨[╇]〈╇』╄-

]╉╇╈ ╉¨′『╄[〈
«╇╆╋┿╈╊¨╁]╉╇╈ ‶┿[╉»
00.25 》/《 «╅╇╆′を ╁╆┿╈╋｠»
02.20 》/《 «╆┿╉¨′ [┿′╃┿╃〉»
04.25 ╂¨[¨╃¨╉

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋»
8.30 «╇]〈¨[╇ぅ ╁]╄[¨]]╇╈- 

]╉¨╂¨ ¨╀╋┿′┿»
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «]‶┿]┿〈╄╊╇»
10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╋〉》-

〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...»
20.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨-

╇]【╄]〈╁╇╄. [┿]]╊╄╃¨-
╁┿′╇╄»

20.55 «ぃ[╇╈ ┿╈╆╄′【‶╇].
』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨[｠╈ ╆┿╅╇╂┿╊ 

╆╁╄╆╃｠»
22.45 «′〈╁【′╇╉╇»
23.45 》/《 «』╄[′｠╈ ╂¨[¨╃»
01.40 》/《 «‶¨╊╇『╄╈]╉╇╈ ╇ 

╋┿╊｠【»
03.35 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
04.35 «╃¨ ]〉╃┿»

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

] ]〉╀╀¨〈｠ ╃¨ ‶¨′╄-
╃╄╊を′╇╉┿»

12.10 ]╄╉[╄〈｠ ]〈┿[｠》 ╋┿]- 
〈╄[¨╁

12.25, 16.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.20 》/《 «′╇╉╉¨╊¨ ‶┿╂┿- 

′╇′╇»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.25 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
17.20 ╉〈¨ ╋｠?
17.50 『┿[]╉┿ぅ ╊¨╅┿
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ]╋╄》¨′¨]〈┿╊を╂╇ぅ
20.15 》/《 «╁╇╆╇〈 ╃┿╋｠»
22.35 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.10 ╇]╉┿〈╄╊╇
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

5.55 TOP GEAR
7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
9.20 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
10.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
10.35, 14.55, 03.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.50, 04.05 ╁╄]〈╇.RU
11.10 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
12.05 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇. ‶╄[╄╃ 

〈〉[¨╋»
12.55 《〉〈╀¨╊. «]╉┿-ぁ′╄[╂╇ぅ» 

- «〈¨[‶╄╃¨»
15.10, 01.35 〈╄′′╇]
18.00 TOP G┱RL
19.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
19.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
21.10 《〉〈╀¨╊. «╊¨╉¨╋¨〈╇╁» 

- «┿′╅╇»
23.10 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨- 

╀¨[]〈╁┿
00.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.30 «『]╉┿ - «]‶┿[〈┿╉». ‶[¨-

〈╇╁¨]〈¨ぅ′╇╄»
04.35 》/《 «¨╀╄】┿′╇╄»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
8.50 》/《 «31 ╇ぃ′ぅ»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «‶[╇╉┿╆: ‶╄[╄╈〈╇ 

╂[┿′╇『〉»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «《¨[╋〉╊┿»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.25 〈/] «╂[┿《 ╉[╄]〈¨╁]- 

╉╇╈»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 «′╇╉╇〈┿ ╋╇》┿╊╉¨╁ - ╁ 

╉┿╃[╄ ╇ ╆┿ ╉┿╃[¨╋»
22.35 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
00.15 》/《 «〈[╄〈╇╈ ′╄ ╊╇【- 

′╇╈»
01.35 》/《 «╋〉╅ ′┿ 』┿]»
03.30 》/《 «』╄〈╁╄[〈┿ぅ ╂[〉‶‶┿»
05.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

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

╊¨╁╄╉»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 ′┿【┿ RUSSIA
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «》¨[»
02.50 》/《 «╃〉╀╊╄[»
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

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

╉┿», 8 ╇ 9 ]╄[╇╇
14.00 》/《 «』┱[′｠╄ ╀╄[╄〈｠»
15.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 «╃¨╉〉╋╄′〈┿╊を′｠╈ ╃╄-

〈╄╉〈╇╁»
20.00 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ╅┿╃′¨]〈╇»
21.00 》/《 «╀╄[╄╂╇]を ┿╁〈¨╋¨-

╀╇╊ぅ»
23.00, 02.35 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.05 «]〈╄′╃»
00.10 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
00.40 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 2»
01.40 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄- 

[╇┿╊｠»
02.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.20 》/《 «]｠】╇╉»
05.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 7»
8.30 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
10.00  «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 〈/] «╀╄【╄′┿ぅ»
16.45 〈/] «╀╄【╄′┿ぅ»
18.00 «╅╇╆′を ╉┿╉ 』〉╃¨»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
21.00 〈/] «¨〈╉[¨╈〈╄, ╋╇╊╇- 

『╇ぅ!»
23.00 «』〈¨ ‶[¨╇]》¨╃╇〈?»
23.30 〈/] «¨〈╉[¨╈〈╄, ╋╇╊╇- 

『╇ぅ!»
01.10 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
10.00 〈/] «╋┿[╂¨【┿»
1 1 . 0 0  《 ╇ ╊ を ╋  〉 ╅ ┿ ] ¨ ╁ 

«╆╁¨′¨╉ 2»
13.00 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «′╄╁╇╃╇╋╉┿»
23.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
00.00 〈[╇╊╊╄[ «╇]』╄╆′¨╁╄- 

′╇╄ ぁ╊╇] ╉[╇╃»
0 1 . 5 5  《 ╇ ╊ を ╋  〉 ╅ ┿ ] ¨ ╁ 

«╆╁¨′¨╉ 2»
03.10 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
05.05  〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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

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

9.10 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
18.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╀╄[╇ぃ»
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
18.10, 00.20, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.20 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 «╋╄╂┿╃[¨╋»
22.35 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
23.40 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.10 «〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇»
00.55  «DE FACTO»
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‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «╁]〈[╄』┿╈〈╄, ╋┿ぁ]〈[¨!» ╉¨′『╄[〈 ╇╊]〉[┿ 

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

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

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

ぅ╆｠╉╄)
10.45 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «╃¨╋ ╉┿[╊┿ 《┿╀╄[╅╄». ╃/《
12.00 «]〈〉‶╄′╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
13.00 ╋. ╂╇╊ぅ╆¨╁. «╀┿]╉╄〈╀¨╊╇]〈». ]‶╄╉〈┿╉╊を 

〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ ┿╉┿╃╄╋╇-
』╄]╉¨╂¨ 〈╄┿〈[┿ ╇╋╄′╇ ╂. ╉┿╋┿╊┿

15.20 ╉¨′『╄[〈 ╋┿[┿〈┿ 《┿╈[〉【╇′┿
16.00 «╉┿′〉′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00 «╉╁′-2011»
18.00, 02.30 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». «[╄╆¨′┿′] 

╆┿╁¨╈]╉¨╂¨»
18.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
19.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
19.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
20.30 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
22.00 «》[┿′╇〈╄╊╇ ]╄〈╇». 》/《
00.00 «╀¨╇ ‶¨ ‶[┿╁╇╊┿╋ TNA» 
00.30 «]╊╄‶¨〈┿». 》/《

5.30 》/《 «‶[¨╄╉〈 «┿╊を《┿»
7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を ╊ぃ╀╇-

╋┿ぅ!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «]╋┿╉»
10.50 «╂╄¨[╂╇╈ ╂[╄』╉¨. ぅ ╀｠╊ 

╁ ╉¨]╋¨]╄, ぅ ╁╄[ぃ ╁ 
╀¨╂┿»

12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.20 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ. «╉┿╉ 

╆┿】╇〈╇〈を ]╁¨╈ ╃¨╋»
13.20 «╉〉╋╇[｠. ¨╊╄╂ ╃┿╊を»
14.30 〈/] «╆╇╋′ぅぅ ╁╇【′ぅ»
18.25 «╉〈¨ 》¨』╄〈  ]〈┿〈 を ╋╇╊-

╊╇¨′╄[¨╋?»
19.30 «╅╄]〈¨╉╇╄ ╇╂[｠»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.15 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃. ╁¨╆- 

╁[┿】╄′╇╄». 《╇′┿╊
23.15 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]-

》╇╊〈¨′»
23.50 》/《 «‶[┿╁╇╊┿ ]‒╄╋┿: 

╋╄〈¨╃ 》╇〈』┿»
02.00 》/《 «╂┿╁┿′┿»
04.45 «]╁╄[》』╄╊¨╁╄╉╇»

5.00 》/《 «‶╄[╄》╁┿〈»
6.45 ╁]ぅ [¨]]╇ぅ
6.55 ]╄╊を]╉¨╄ 〉〈[¨
7.25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ ╅╇╁¨〈′｠》
8.00 ╁╄]〈╇
8.20 ╁¨╄′′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
8.50 ]〉╀╀¨〈′╇╉
9.30 ╂¨[¨╃¨╉
10.05 «ぅ′ ╂┿╀╇′]╉╇╈ ╇ ╉¨╊- 

╊╄╂╇ «╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.15 〉[┿╊を]╉╇╈ ╋╄[╇╃╇┿′
10.35 «]〈[¨╈‶╊¨】┿╃╉┿»
10.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.20 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.50 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
12.20, 14.30 〈/] «╁╄[┿, ′┿╃╄╅-

╃┿, ╊ぃ╀¨╁を»
18.20 ╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇¨′¨╁ ] 

╋┿╉]╇╋¨╋ ╂┿╊╉╇′｠╋
19.20 》/《 «╃¨╋ ╋┿╊ぃ〈╉╇»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 》/《 «╃¨╋ ╋┿╊ぃ〈╉╇»
23.50 ╃╄╁』┿〈┿
00.30 》/《 «╉¨′〈┿╉〈»
0 3 . 2 0  》 /《  «‶¨ ╊ ′¨ 』 ′¨ ╄ 

╉┿╀┿[╄»

5.25  〈/]  «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ 
╃╄[╄╁┿»

7.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
7.25 «]╋¨〈[»
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』»
8.45 «╋╄╃╇『╇′]╉╇╄ 〈┿╈′｠»
9.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!»
10.20 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿»
10.55 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉
12.00 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.20 〈/] «╆′┿╉╇ ]〉╃を╀｠»
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿»
16.20 «[┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇»
17.20 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿»
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋
20.35 «[〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇»
21.35  «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»
22.30 》/《 «]╋╄[〈╄╊を′┿ぅ 

╂¨′╉┿»
00.30  《〉〈╀¨╊. «╀┿[]╄╊¨′┿» 

- «╋┿′』╄]〈╄[ ぃ′┿╈〈╄╃»
03.15 》/《 «╂′╄╁»
05.10 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
10.40 》/《 «╃╄〈╇ ╃¨′ ╉╇》¨〈┿»
11.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.25 》/《 «╃╄╁¨』╉┿ ′┿ 【┿[╄»
13.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.20 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
14.50 ¨』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨-

ぅ〈′¨╄
15.15 ╇╂[｠ ╉╊┿]]╇╉¨╁ ] [¨╋┿-

′¨╋ ╁╇╉〈ぃ╉¨╋
16.10 》/《 «[┿╀¨』╇╈ ‶¨]╄╊¨╉»
18.20 ¨]〈[¨╁┿
19.05 ╁‶╄[╁｠╄ ′┿ 〈╄╊╄╁╇╃╄-

′╇╇. ╉¨′╉〉[] «[¨╋┿′] 
- XXI ╁╄╉»

21.10 ]‶╄╉〈┿╉╊を «╁╇【′╄╁｠╈ 
]┿╃»

22.45 》/《 «╊╄╋╋╇′╂»
00.55 〈[╇〉╋《 ╃╅┿╆┿
01.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
02.25 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
9.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿- 

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

╀〉[╂»
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
11.15, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.35 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
12.05 》/《 «╃╄〈¨′┿〈¨[»
14.15 «╆┿╃┿╈ ╁¨‶[¨] ╋╇′╇-

]〈[〉»
15.00 〈╄′′╇]. [¨╊┿′ ╂┿[[¨]
17.25 «╂[┿′-‶[╇»
17.55 《¨[╋〉╊┿-1
19.05 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
19.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
20.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
20.30 ╋╄╊を′╇『┿
21.10 》/《 «¨》¨〈┿ ′┿ ╆╁╄[ぅ»
22.55 ╉-1. ╋╇[¨╁┿ぅ ]╄[╇ぅ 

«GOLDEN GLORY»
01.25, 04.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
01.50 ╂╇╋′┿]〈╇╉┿
04.15 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
04.45 TOP G┱RL

6.15 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
6.45, 9.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.35 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.00 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.25 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.50 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.55 》/《 «╅╇╆′を ╇ 〉╃╇╁╇〈╄╊を- 

′｠╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ [¨-
╀╇′╆¨′┿ ╉[〉╆¨»

11.30, 17.30, 00.00 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.30 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]╊¨╋〉»
13.15 》/《 «[┿]╉┿╊┱′′┿ぅ ]〉╀╀¨〈┿»
15.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
16.10 ╃╄′を ‶¨╂[┿′╇』′╇╉┿.

‶[┿╆╃′╇』′｠╈ ╉¨′『╄[〈
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.05 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉¨╄ 

〉╀╇╈]〈╁¨»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «╊ぃ╀¨╁を  ‶¨╃ ╂[╇-

《¨╋ «]¨╁╄[【╄′′¨ ]╄-
╉[╄〈′¨ - 2»

00.20 «╊╄¨′╇╃ ┿╂〉〈╇′»
01.50 》/《 «‶[╇╉┿╆. ¨╂¨′を ′╄ 

¨〈╉[｠╁┿〈を»
03.35 》/《 «‶[╇╉┿╆: ‶╄[╄╈〈╇ 

╂[┿′╇『〉»
05.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.40 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
12.00 ╃/《 «〈╄╊¨ ′┿ ╆┿╉┿╆.
╁╄』′┿ぅ ╋¨╊¨╃¨]〈を»
13.00 COMEDY WOMAN
14.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
15.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
16.00 ]〉‶╄[╇′〈〉╇『╇ぅ
17.00 〈/] «╆¨╊¨〈｠╄»
19.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.00 》/《 «V ╆′┿』╇〈 ╁╄′╃╄〈〈┿»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 》〉 ╇╆ 》〉
01.00 》/《 «¨‶┿]′｠╈ ╀┿′╂╉¨╉»
02.55 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
03.30 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.25 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.50 ′¨╁¨]〈╇
6.20 «]〈╄′╃»
6.35 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
6.50 ′¨╁¨]〈╇
7.20 《┱╊¨[  ╀¨′╃┿[』〉╉ ╁ ╀¨╄-

╁╇╉╄ «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿», 
1-7 ]╄[╇╇

15.00 ╃╋╇〈[╇╈  ¨[╊¨╁ ╁ ‶[╇-
╉╊ぃ』╄′』╄]╉¨╋ ╀¨╄╁╇╉╄ 
«╋¨[]╉¨╈ ‶┿〈[〉╊を», 6-10 
]╄[╇╇

20.10 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 
╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»

20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 》/《 «╁¨╈′┿ ╃[┿╉¨′¨╁»
22.50 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
23.20 》/《 «〉╋′╇『┿ 〉╇╊╊ 》┿′-

〈╇′╂»
01.55 ╃╅¨′ 〈[┿╁¨╊〈┿  ╁ 〈[╇╊-

╊╄[╄ «]╉[｠〈┿ぅ 〉╂[¨╆┿»
03.30 ╁╄′]┿′ ╉┿]]╄╊を, ′┿¨╋╇ 

〉¨〈] ╇ ╁╇╂╂¨ ╋¨[〈╄′]╄′  
╁ ╉[╇╋╇′┿╊を′¨╈ ╃[┿╋╄ 
«‶¨[¨╉ ′┿ ぁ╉]‶¨[〈»

05.30 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 〈/] «〈〉[╇]〈｠»
9.00 «╁｠》¨╃ ╁ ]╁╄〈». ┿《╇【┿
9.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.00 «ぅ - ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′′╇╉»
10.30 «╃┿╁┿╈〈╄ [┿╆╀╄[╄╋]ぅ!»
11.30 «』╇]〈┿ぅ [┿╀¨〈┿»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14.15 〈/] «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈-

╁╄′′¨╄»
16.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇-

〈¨[╇╇»: «‶┿[┿╊╊╄╊を-
′｠╄ ╋╇[｠. ¨]〈┿′¨╁╇〈を 
╁[╄╋ぅ»

17.00 》/《 «╃¨╋¨╁¨╈»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 «[¨╃╇′┿ 》[╄′┿». ╉¨′- 

『╄[〈 ╋. ╆┿╃¨[′¨╁┿
22.15 》/《 «]╁ぅ〈¨╄ ╃╄╊¨»
00.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«╅╄╊┿′╇ぅ ╃〉【╇»
03.00   «‶¨╉╄[.  [〉]]╉┿ぅ 

]》╁┿〈╉┿»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 〈/] «]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╃╅〉╋┿′╃╅╇»
9.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
11.00 ]╄╋╄╈′┿ぅ 〈╄╊╄╇╂[┿ «ぁ〈¨ 

╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!» ╁╄╃〉】┿ぅ 
- 〈┿〈をぅ′┿ ╊┿╆┿[╄╁┿

12.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
14.30 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.30 ╀¨╄╁╇╉ «′╄╁╇╃╇╋╉┿»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30  【¨〉  «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-

╋╄′╄╈». ‶¨ 〉【╇ ╁ ╄╂ぁ
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «〈╁¨╇, ╋¨╇, 

′┿【╇»
22.40 ╉¨╋╄╃╇ぅ «』┿╉ ╇ ╊┿[[╇. 

‶¨╅┿[′┿ぅ ]╁┿╃を╀┿»
00.45 〈/] «╉┿]╊»
02.25 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
04.25  〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»

5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.40 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
8.00 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
8.30 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
9.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.20 «╂〉[╋ぁ»
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.05 》/《 «╉┿╋╄′′｠╈ 『╁╄〈¨╉»
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 «]¨╀｠〈╇ぅ»
13.05 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╀╄[╇ぃ»
15.00 «╁ ╉┿╃[╄ [╄【┿╄╋ ╁]╄!»
15.55 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.30 «╋╄╂┿╃[¨╋»
17.05 》/《 «╂┿[┿╅»
19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇ ′╄╃╄╊╇»
20.00 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «〈[┿《《╇╉»
23.00 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.50 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
00.10 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ  ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.35 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
01.00 «′¨』を ╁ 《╇╊┿[╋¨′╇╇»
01.50 》/《 «╋〉╊╄′ [〉╅»
03.20 》/《 «╋¨╅╄【を ′╄ ]〈〉』┿〈を»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Âîñêðåñåíüå, 29 ìàÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

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

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

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

ぅ╆｠╉╄)
10.30 «〈┿╋』｠-【¨〉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]〈〉╃╄′』╄]╉┿ぅ ╁╄]′┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.40 ]‶╄╉〈┿╉╊を ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈
13.00 «〈╇′-╉╊〉╀»
13.30 «╆╄╀[┿»
13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
14.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» 
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «‶[¨《]¨ぃ╆ – ]¨ぃ╆ ]╇╊を′｠》»
16.40 «》╇╋╇』╄]╉╇╈ ╀〉╋»
17.10 «《╄╄[╇ぅ ╀╄╊を╉┿′〈¨» ╇ ┿╊を╀╇′┿ 【┿╂╇╋〉-

[┿〈¨╁┿
18.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
18.30, 21.00 «7 ╃′╄╈»
19.30 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
20.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
20.30 «╀┿〈｠[｠». ‶[¨╂[┿╋╋┿ ¨ ]‶¨[〈╄
20.45 «]〈[┿》¨╁┿′╇╄ ]╄╂¨╃′ぅ»
22.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
22.30 «╂[┿′╇ «[〉╀╇′┿»
23.00 «╋¨【╄′′╇╉╇». 》/《
01.00 «╁╄╊╇╉┿ぅ ╉╇〈┿╈]╉┿ぅ ]〈╄′┿». ╃/《
02.40 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 》/《 «╀┿╊╊┿╃┿ ̈  ]¨╊╃┿〈╄»
7.50 «]╊〉╅〉 ¨〈』╇╆′╄!»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇»
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.20 «《┿╆╄′╃┿»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 》/《 «‶¨╃╉╇╃｠【»
13.40 》/《 «‶¨ ]╄╋╄╈′｠╋ ¨╀-

]〈¨ぅ〈╄╊を]〈╁┿╋»
16.15 «╉[╇]〈╇′┿ ¨[╀┿╉┿╈〈╄. 

╃¨』╉┿ ╋┿〈╄[╇»
17.15 ╉¨′『╄[〈 ╉[╇]〈╇′｠ ¨[-

╀┿╉┿╈〈╄
18.35 》/《 «╉[╄‶╉╇╈ ̈ [╄【╄╉ 4»
21.00 ╁¨]╉[╄]′¨╄ «╁[╄╋ぅ»
22.00 «╋〉╊を〈 ╊╇』′¨]〈╇»
22.30 «YESTERDAY LIVE»
23.25 «‶¨╆′╄[»
00.30 》/《 «′╄ ¨╂╊ぅ╃｠╁┿╈]ぅ»
02.30 》/《 «〈╄╆╉╇»

5.00 》/《 «╊┿[╄『 ╋┿[╇╇ ╋╄- 
╃╇』╇»

6.40 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
8.40 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
9.25 ╂¨[¨╃┿ ╇ ╁╄]╇
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.10 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
11.25 〈/] «╁╄[┿, ′┿╃╄╅╃┿, 

╊ぃ╀¨╁を»
12.30 《╄]〈╇╁┿╊を ╃╄〈]╉¨╈ 

》〉╃¨╅╄]〈╁╄′′¨╈ ╂╇╋-
′┿]〈╇╉╇ «┿╊╇′┿»

114.30 》/《 «]╁¨ぅ 』〉╅┿ぅ ]╄-
]〈[┿»

16.20 ╉¨′『╄[〈 «╁╆[¨]╊｠╄ ╇ 
╃╄〈╇»

18.10 》/《 «ぁ╂¨╇]〈»
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «╊╇『╄′╆╇ぅ  ′┿ ╀[┿╉»
23.05 《╇′┿╊ ╉¨′╉〉[]┿ ╇]‶¨╊-

′╇〈╄╊╄╈ ╃╄〈]╉¨╈ ‶╄]′╇ 
«╄╁[¨╁╇╃╄′╇╄- 2011»

01.15 ]‶╄『. ╉¨[.
02.20 》/《 «╋¨]〈｠ ¨╉[〉╂┿ ╋ぁ-

╃╇]¨′»

6.00 〈/] «》¨╊╋ ̈ ╃′¨╂¨ ╃╄[╄╁┿»
7.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨»
8.45 «╇》 ′[┿╁｠»
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!»
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿»
10.50 «‶╇[ ′┿ ╁╄]を ╋╇[»
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.20 〈/] «╆′┿╉╇ ]〉╃を╀｠»
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿»
16.20 «╇]〈¨[╇ぅ  ╁]╄[¨]]╇╈]╉¨-

╂¨ ¨╀╋┿′┿»
17.20  «╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!»
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄. ¨╀╆¨[»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00 «』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄»
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄»
22.00 》/《 «╃〉╀╊ぅ ′╄ ╀〉╃╄〈»
23.50 «╇╂[┿»
00.55 «┿╁╇┿〈¨[｠»
01.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿»
02.00 》/《 «]╊┿╃╉╇╈ ′¨ぅ╀[を»
04.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′- 

『╄[〈
10.40 》/《 «╁[┿〈┿[を»
11.55 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.25 ]╉┿╆╉╇ ] ¨[╉╄]〈[¨╋. 

«』〉╃╄]′¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ 
′╇╊を]┿ ] ╃╇╉╇╋╇ ╂〉-
]ぅ╋╇». 』╇〈┿╄〈 ╋┿[╇ぅ 
┿[¨′¨╁┿

13.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.10, 01.55 ╃/] «‶¨╇]╉╇ ぅ╂〉-

┿[┿ ] ′┿╈╃╅╄╊¨╋ ╋┿[-
╁╇′¨╋»

15.00 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
15.45 【╄╃╄╁[｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╋〉- 

╆｠╉┿╊を′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿
18.05 ¨]〈[¨╁┿
18.45 》/《 «╀╄╂]〈╁¨ ╋╇]〈╄[┿ 

╋┿╉-╉╇′╊╇»
21.15 ╃¨╋ ┿╉〈╄[┿
22.00 ╇〈¨╂¨╁┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
«╉¨′〈╄╉]〈»
22.40 》/《 «]╄╋╄╈′｠╈ ‶¨[- 

〈[╄〈 ╁ ╇′〈╄[を╄[╄»
01.00 ╃╅╄╋-5
02.45 ╃/《 «╊╄]ぅ 〉╉[┿╇′╉┿»

5.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
9.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
9.20 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.00 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
10.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
11.00 ╋╄╊を′╇『┿
11.45 «]〈[┿′┿ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ»
12.15 》/《 «¨》¨〈┿ ′┿ ╆╁╄[ぅ»
14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.15 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
15.10 《〉〈╀¨╊. 『]╉┿ - «╉〉╀┿′を» 

(╉[┿]′¨╃┿[)
17.55, 05.45 《¨[╋〉╊┿-1
20.15 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
20.45 《╇′┿′]╇]〈
21.15 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
21.45 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
22.15 ╊╄╂╉┿ぅ ┿〈╊╄〈╇╉┿
23.00 》/《 «》¨[¨【╇╈ ╁¨[»
01.05, 04.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
01.30 «《〉〈╀¨╊.RU»
02.15 ╂╇╋′┿]〈╇╉┿
04.15 〈╄′′╇]
05.15 «╂[┿′-‶[╇»

6.10 》/《 «〈[¨╄ ╋〉╅』╇′  ╇ ╋┿-
╊╄′を╉┿ぅ ╊╄╃╇»

7.50 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨-
‶╄╃╇ぅ»

8.20 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
8.55 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.45 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇- 

╁¨〈′｠╄»
10.10 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ 

╃¨╋»
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╃╁╄′┿╃『┿〈┿ ぅ ′¨』を»
13.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
14.15 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
16.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠  «╀¨╊を【¨╄ 

╆╊¨ ╇ ╋╄╊╉╇╄ ‶┿╉¨]〈╇»
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 〈/] «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ 

╉[╇]〈╇»
23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.15 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′
01.15 》/《 «》¨╊¨╃′┿ぅ ╂¨[┿»
04.05 》/《 «╋¨╈ ‶[╇′『»

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

¨′┿╊を′┿ぅ» ╇ «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ]〉‶╄[╇′〈〉╇『╇ぅ
12.00 ╃/《 «]〉‶╄[╂╄[¨╇»
13.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 [┿]-

]╊╄╃¨╁┿′╇╄
15.00 〈/] «╆┿╈『╄╁+1»
16.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
17.00 》/《 «V ╆′┿』╇〈 ╁╄′╃╄〈〈┿»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 》/《 «╇╊╊ぃ╆╇¨′╇]〈»
22.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 》/《 «╂¨[ぅ』┿ぅ ╅╄╁┿- 

〈╄╊を′┿ぅ [╄╆╇′╉┿»
02.20 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
02.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.55 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.50 COSMOPOLITAN

6.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
7.00 ]╉┿╆╉┿ «╅╇╁┿ぅ ╁¨╃┿»
8.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.40, 23.20 ╄╁╂╄′╇╈ 『｠╂┿′¨╁ 

╁ ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉¨╋   
《╇╊を╋╄ «¨》¨〈′╇╉. 』╄-
╊¨╁╄╉ ╇╆ ‶[¨【╊¨╂¨»

11.50, 01.25 ╄╁╂╄′╇╈ 『｠╂┿′¨╁ 
╁ ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉¨╋   
《╇╊を╋╄«¨》¨〈′╇╉. ╋｠-
〈╇】╇′]╉╇╈ ╋┿′をぅ╉»

14.00, 03.30 ╄╁╂╄′╇╈ 『｠╂┿′¨╁ 
╁ ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉¨╋   
《╇╊を╋╄ «¨》¨〈′╇╉. 〉╀╇╈-
]〈╁¨ ╃╄‶〉〈┿〈┿»

16.10 ╄╁╂╄′╇╈ 『｠╂┿′¨╁ ╁ ‶[╇-
╉╊ぃ』╄′』╄]╉¨╋ 《╇╊を╋╄ 
«¨》¨〈′╇╉. ╁¨╆╋╄╆╃╇╄»

18.20 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
18.50 》/《 «╁¨╈′┿ ╃[┿╉¨′¨╁»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 》/《 «‶┿〈[〉╊を»
22.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»

5.00 〈/] «¨〈╉[¨╈〈╄, ╋╇╊╇- 
『╇ぅ!»

8.45 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
9.15 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.15 ╉¨╋╄╃╇ぅ  «]╁ぅ〈¨╄ ╃╄╊¨»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 «[╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨- 

[╇╇»
14.50 «[¨╃╇′┿ 》[╄′┿». ╉¨′- 

『╄[〈 ╋. ╆┿╃¨[′¨╁┿
17.00 «╅┿╃′¨]〈を»: «[┿╀ ╇╊╇ 

[┿╀¨〈′╇╉?»
18.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅′¨-

]〈╇»: «]〈╇》╇ぅ»
19.00 》/《 «』┿] ‶╇╉ 3»
20.40 》/《 «]¨[╁╇╂¨╊¨╁┿»
22.30 》/《 «¨]╊╄‶╊╄′′｠╈ ╅╄-

╊┿′╇ぅ╋╇»
00.20 〈/] «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╋╇- 

′〉〈┿»
01.15 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«]〈〉╃╄′〈╉┿ ╉╄╈]╇»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 〈/] «]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╃╅〉╋┿′╃╅╇»
9.00 «]┿╋｠╈ 〉╋′｠╈»
10.45 «╄[┿╊┿【»
11.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
12.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
13.45 «╄[┿╊┿【»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
17.30 ╋╇]〈╇』╄]╉╇╈ 〈[╇╊╊╄[
«╆┿╉[｠〈┿ぅ 【╉¨╊┿»
19.00 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
21.00 ╃[┿╋┿ «》┿〈╇╉¨. ]┿╋｠╈ 

╁╄[′｠╈ ╃[〉╂»
22.45 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》
‶╄╊を╋╄′╄╈». ‶¨ 〉【╇ ╁ ╄╂ぁ
00.15 ╃[┿╋┿ «┿‶¨╊╊¨′-13»
02.55 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
04.55 〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»
05.40 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
6.55 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.20 «‶¨╉〉‶┿ぅ, ‶[¨╁╄[ぅ╈!»
11.40 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.05 》/《 «╂┿[┿╅»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
14.30 〈/] «¨》¨〈┿ ′┿ ╀╄[╇ぃ»
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «]╄╉[╄〈｠ ]〈[¨╈′¨]〈╇»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 》/《 «〈[┿《《╇╉»
21.00, 01.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
21.50 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
22.25 «‶[¨╉〉[┿〈〉[┿. ′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.45, 04.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
23.10 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.45 «[╄╆¨′┿′]»
00.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
02.10 》/《 «╋〉╊╄′ [〉╅»
04.20 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
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ÀÍÊÉÇ
╃きうすさうえ"╉[╇〉【¨╁

‶さけょけかあっくうっ0"′ぇつぇかけ"ゃ"わ346"けす"4:"けおすはぉさは"4232"ゅけょぇ′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ. ‶さけょけかあっくうっ ゃ わ126-127, 129, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 1, 3, 4, 10, 13, 16, 18, 24, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 46-47, 48, 49-50.
– ]おぇあってぬ きくっ すけあっ: こぇさぇ, – ゃいゅかはくせか こけょ 

しすけか ぃさぇ. – ¨ょうく – しぇこけゅ, ょさせゅけえ – ゃぇかっくけお. 
┿ っしかう せ ]ぇておう くっ こけかせつうすしは? ╄ゅけ あっ すけゅょぇ 
けこはすぬ たぇくょさぇ けたゃぇすうす, う こさけとぇえすっ ゃしっ きけう 
しすぇさぇくうは. ]こけさくけ ゃしひ, けえ おぇお しこけさくけ. ′け きけあ-
くけ う こけこさけぉけゃぇすぬ, – う すけす けすょひさくせか いぇくぇゃっしおせ. 
– ╃けあょぬ, ゅけゃけさうてぬ. ╉ぇお ゃけしおさっしっくぬっ – すぇお 
ょけあょぬ, う つすけ いぇ こけゅけょぇ すぇおぇは? ┿ は ゃっょぬ こけしかっ 
うくしすうすせすぇ きけゅ ゃけ ╁かぇょうゃけしすけお さぇしこさっょっかうすぬ-
しは, お きけさの, ゃ しせぉすさけこうおう, すぇお ゃっょぬ くっす: こけぉかう-
あっ お ょけきせ いぇたけすっかけしぬ. ┿ しっえつぇし ゃけす あぇかっの, 
ゃっさうてぬ? ‶かはあ こさはきけ ゃ ちっくすさっ ゅけさけょぇ, ぉせたすぇ, 
つぇえおう, ょっゃせておう おさぇしうゃにっ ゅせかはのす – おさぇしけすぇ. 
〈ぇき しっえつぇし せあっ くぇゃっさくはおぇ ゃけゃしの おせこぇのすしは, 
おぇお すに ょせきぇってぬ?

– 』すけ すっぉっ しおぇいぇすぬ? – しおけさきうか は し かぇょけくう 
けしすぇすおう すせてひくおう ╃けぉさけきせ. – 〈けゃぇさうとぇ ╀っく-
ょっさぇ すに きくっ しっえつぇし くぇこけきうくぇってぬ, ゃけす おけゅけ, 
すけかぬおけ うい ょせさょけきぇ, う ぉっい ぉっかにた てすぇくけゃ. ╄しかう 
ぉに, ょぇ おぇぉに. 〉 すっぉは ╇しっすぬ ゃけく すけあっ こけ ちっくすさせ 
ゅけさけょぇ こさけすっおぇっす, つっゅけ あっ すに くっ さぇょせってぬしは? 
╇ ょっゃつけくおう せ くぇし, は せゃっさっく, くっ たせあっ, つすけ あっ 
すっぉっ っとひ くぇょけ-すけ?  ‶さけそっししうは せ すっぉは うくすさう-
ゅせのとぇは, つっゅけ っとひ ぉぇぉぇき くぇょけ? ぁすけ きくっ くっ-
かけゃおけ しおぇいぇすぬ, おっき は さぇぉけすぇの, ぇ すっぉっ-すけ つすけ 
しすっしくはすぬしは? ╇い こしうたせておう – ねすけ あっ おさせすけ! ╀せ-
ょっす け つひき し せすさぇ こけょさせあおぇき さぇししおぇいぇすぬ, ょぇ 
こけたゃぇしすぇすぬしは: させぉぬ いぇ しすけ ょぇの, つすけ きぇかけ おすけ 
こけしすっかぬくにき けこにすけき けぉとっくうは し ゅかぇゃくにき こけ 
ょせさおっ こけょっかうすぬしは きけあっす. ]おけかぬおけ せ すっぉは うた 
ぉにかけ? ′せ, しけすくは, くせ, ょゃっ, う くう けょくけえ おけしきけ-
くぇゃすおう. ┿ すに ょかは くうた – こけつすう つすけ おけしきけくぇゃす, う 
ねすうき ゅさった くっ ゃけしこけかぬいけゃぇすぬしは. 』すけ すに おうしかにえ 
すぇおけえ? 

╃けおすけさ う ゃこさぇゃょせ しかっゅおぇ こけくうお: しうょうす, たかっぉ 
ゃ けこせしすっゃてせの おけくしっさゃくせの ぉぇくおせ きぇおぇっす, くけ 
っしすぬ くっ すけさけこうすしは. ]すさぇくくけ: は ゃけす けつっくぬ ょぇあっ 
ねすけす さぇししけかぬつうお せゃぇあぇの, けしけぉっくくけ おけゅょぇ っゅけ 
こけょけゅさっってぬ. ╇ いぇこぇた すっぉっ きはしくけえ, う ゅけさぉせ-
てっつおぇ あうさおけき こさけこうすにゃぇっすしは すぇお, つすけ ぇあ 
おぇこっかぬおぇきう きぇくはとっ こけぉかひしおうゃぇっす. ¨た, う ゃおせし-
くけすうとぇ! ¨すけぉさぇゃ せ ╄ゃゅっくぬっゃうつぇ ぉぇくおせ ゃきっしすっ 
し たかっぉけき, せすゃっさょうすっかぬくけ しこさけしうか:

– 〈に あっ せあっ しにすにえ? ┿ は し ╃けぉさにき こけょっ-
かのしぬ, – う いぇゅかはくせか こけょ しすけか. – ╋けあっす ぉにすぬ. 
′っす, は しっさぬひいくけ: たけつってぬ, しすぇさうくけえ すさはたくひき? 
〉しすさけうき, すぇお しおぇいぇすぬ, くぇすせさけけぉきっく: は すっぉっ こけ-
ょにとせ さぇぉけすはとせの, ぇ すに きくっ – おけかたけいくうちせ. 〉 
くぇし くぇ 〉さぇかきぇてっ ぉぇぉに – せた!  – こけおぇいぇか は ぉけかぬ-
てけえ こぇかっち. – ¨ぉとぇゅぇ すさぇきゃぇえくけ-すさけかかっえぉせし-
くけゅけ けこはすぬ-すぇおう こけょ ぉけおけき, ぇ? ╋くょぇ… ╃ぇ くせ 
すっぉは お こうかうゅさうきぇき! ]うょうてぬ すせす, おぇお ょせさぇお, 
こっさっょ すけぉけえ さぇしこうくぇってぬしは, ぇ ゃ けすゃっす – くう 
ゅせゅせ. ′っ こけゃっょせ は すっぉは お ねすうき ゃっょぬきぇき, ゃけす う 
けしすぇゃぇえしは ぉっい こけょぇさおぇ. ╊ぇょくけ, けぉ ねすけき こけすけき. 
╉ぇお くぇしつひす ╃けぉさけゅけ? ┿ すけ しっゅけょくは おけ きくっ こさう-
たけょうかう ょゃけっ こけ けぉなはゃかっくうの, すぇお こさうてかけしぬ うた 
けすこさぇゃうすぬ ゃ こってせの こさけゅせかおせ し しっおしせぇかぬくにき 
せおかけくけき. ′っ すけす くぇさけょっち, くっしっさぬひいくにえ. ぃさぇ! 
〈に きっくは しかにてうてぬ?

– 〈に せ くぇし ゃ すっこかうちっ ぉにか? – さぇゃくけょせてくけ 
こけしきけすさっか くぇ きっくは すけす.

– ′ぇ おけえ きくっ けくぇ? – けこってうか は けす すぇおけゅけ こけ-
ゃけさけすぇ ゃ ょうぇかけゅっ.

– ┿ きに すぇき ゃしはおうっ けゅせさつうおう-こけきうょけさつうおう 
さぇくぬてっ, おけゅょぇ さぇししぇょせ うい しけゃたけいぇ こさうゃけいうかう, 
さぇいゃけょうかう. ╀けかぬくにっ せたぇあうゃぇかう, うき ねすけ こけ-
かっいくけ: さぇししかぇぉかはかけ, う けす きにしかっえ けすゃかっおぇかけ, 
すさせょけすっさぇこうは, いくぇってぬ かう. 〉おさけこ すぇおあっ, ょぇ さっ-
ょうしおせ っとひ ゃにさぇとうゃぇかう. ╊せつけお すけあっ しゃけえ ぉにか. 
┿ すっこっさぬ しぇあっくちに せあっ くっ ゃけいはす, ゃけす ゃしひ ょっかけ 
う いぇつぇたかけ.

– ╇ つすけ? – けしすぇゃぇかしは ゃ こけかくけき くっょけせきっくうう.
– 〈っこっさぬ すけかぬおけ おぇさすけておぇ う けしすぇかぇしぬ, ょぇ う 

すけえ くぇ ゃしの いうきせ くっ たゃぇすぇっす. ‶かけたけ ょっかけ.
′ぇ おけえ きくっ こさけぉかっきに し っゅけ おぇさすけておけえ? ╋けは 

こさけぉかっきぇ, けくぇ ゃけく, こけょ しすけかけき ょさにたくっす, ぇ 
ねすけす ょけおすけさ おけ きくっ しけ しゃけうきう けゅせさちぇきう かっいっす. 
〈させょけすっさぇこっゃす うい しせきぇしてっょてっゅけ ょけきぇ. 〈けす, 
せゃうょっゃ, つすけ は せあっ くぇつうくぇの しけきくっゃぇすぬしは ゃ っゅけ 
せきしすゃっくくにた しこけしけぉくけしすはた, こけはしくうか:

– ]すひおかぇ うい すっこかうち こっさしけくぇか こけ しゃけうき ょぇ-
つぇき さぇしすぇしおぇか, ぇ ょけ おさにてう ょっかけ こけおぇ くっ ょけ-
てかけ: けくぇ ゃにしけおぇは, こけょ くっえ う こけゅせかはすぬ きけあくけ. 
′っ いぇきけつうす, ねすけ すけつくけ. ]たけょう こけおぇ いぇ しゃけうき 
]ぇておけえ, ぇ は こけおせさの, ょぇ う しすけこけつおぇ すけあっ くっ 
こけきってぇっす.

– ]ょせさっか?! – ゃけいきせすうかしは は. – ′っす, っしかう たけ-
つってぬ こうすぬ – こっえ, ねすけ しゃはすけっ, くけ おぇお は すせょぇ, 
こけ-すゃけっきせ, こけこさせしぬ? ╁きっしすっ し ╃けぉさにき, ょぇ? ′っ, 
すけつくけ くっ こけえょせ: は おぇお すせょぇ いぇゅかはくせ, すせす あっ 
くぇこうすぬしは すはくっす. ]ぇき ゃ しゃけの すのさはゅせ すけこぇえ, うかう 
こけてかう おけゅけ.

– 》けさけてけ, こけてかの, – せしすぇかけ くぇこけかくうか すけす 
さのきおう. – ╃ぇゃぇえ いぇ いょけさけゃぬっ. ╉しすぇすう, すゃけっゅけ 
ょさせあおぇ は しっゅけょくは ゃにこうしにゃぇの. ‶けかけあっくけ いぇゃ-
すさぇ, くけ せこさけしうか-すぇおう くぇ ゃっつっさ, ゅぇょ. ╉しすぇすう, 
きけあっす, かせつてっ おけくぬはつおぇ? ╄ゅけ けすっち しきけすさう おぇ-
おけえ きくっ こさうすぇさぇくうか, – う ょけしすぇか うい-いぇ しこうくに 
おけさけぉおせ «╉ぇきの». – ]おぇいぇか, つすけ ゃ ╋けしおゃっ っとひ 
かっす こはすぬ くぇいぇょ こけおせこぇか. ╄しすぬ あっかぇくうっ けすゃっ-
ょぇすぬ?

– ′っ たけつせ きってぇすぬ, – おぇつくせか は ゅけかけゃけえ. – ╃ぇ 
う くっ こけ きくっ ねすけ こけえかけ: きくっ ぉに つっゅけ こけこさけとっ, 
ょぇ こけつうとっ. 〈ぇお きけあっす, は ¨かぬゅせ こけこさけてせ, つすけ-
ぉに けくぇ いぇ くうき したけょうかぇ? ¨くぇ いょっしぬ?

– ′せ すに ょぇひてぬ. ╇ つすけ けくぇ ゃ すっぉっ くぇてかぇ? 
– いぇすはくせかしは ぃさぇ, うしこにすせのとっ こけゅかはょにゃぇは くぇ 
きっくは. – ╀せょぬ けしすけさけあっく: しゃけっくさぇゃくぇは ぉぇぉぇ, し 
いぇおうょけくぇきう. ╊ぇょくけ, ゃぇてっ ょっかけ. ‶せしすぬ したけょうす, 
ょぇ う ┿かっおしぇくょさぇ  しくぇさはょうす おぇお ょかは こさけゅせかおう 
くぇ しゃっあっき ゃけいょせたっ, ぇ くっ ょかは けしきけすさぇ, ぇ すけ すけす 
こさうこさひすしは しのょぇ ゃ けょくうた すぇこけつおぇた.

〈けかぬおけ は くぇつぇか こけょくうきぇすぬしは うい-いぇ しすけかぇ, 
おぇお こひし しさぇいせ あっ けつくせかしは う ゃけこさけしうすっかぬくけ 
こけしきけすさっか くぇ きっくは. ‶さうおぇいぇゃ っきせ あょぇすぬ, ゃに-
てっか ゃ おけさうょけさ う こけしすせつぇかしは ゃ ¨かうくせ ょゃっさぬ. 
〈ぇ, こけてっぉせさてぇゃ, けすおさにかぇ, う, けゅかはくせゃてうしぬ こけ 
しすけさけくぇき, いぇてっこすぇかぇ:

–  〈っぉは おすけ しのょぇ こせしすうか? 〈に つすけ, しけゃしっき し 
せきぇ しけてひか? 

– ╄とひ くっす, – う つきけおくせか っひ ゃ とひつおせ. – ╆けゃう 
]ぇておせ, ゃきっしすっ ゅせかはすぬ ぉせょっき. ぅ う ╃けぉさけゅけ こさう-
ゃひか, けく すぇき, せ ぃさうは ╄ゃゅっくぬっゃうつぇ ゃ おぇぉうくっすっ.

– 〉えょう, こさけすうゃくにえ, – ゃにすっさかぇ すぇ とひおせ. – 
]っえつぇし こさうゃっょせ. ]ぇきけえ-すけ つすけ, すけあっ けょっゃぇすぬ-
しは?

– ╋けあってぬ くぇけぉけさけす, – しょっかぇか は ょせさぇてかう-
ゃけっ かうちけ. – ╋くっ すぇお ょぇあっ かせつてっ ぉせょっす, – う 
つせすぬ ぉにかけ くっ こけかせつうか ょゃっさぬの こけ くけしせ.

╉ すっこかうちぇき きに てかう ゃっしひかけえ ゅさせここけえ, こさはき-
すぇおう おぇお うい しすぇさけゅけ こけかぬしおけゅけ そうかぬきぇ «』っ-
すにさっ すぇくおうしすぇ う しけぉぇおぇ». ┿ つすけ, ゃ すっこかうちっ 
う くぇ しぇきけき ょっかっ しせたけ, おすけ-すけ ょぇあっ ちゃっすけつおう 
こにすぇっすしは ゃ くうた ゃにさぇとうゃぇすぬ. ╆ぇこぇた ちゃっすけゃ 
╃けぉさけきせ くっ こけくさぇゃうかしは, つすけ, けょくぇおけ あっ, くっ 
こけきってぇかけ っきせ うた こけきっすうすぬ. ‶けしけつせゃしすゃけゃぇゃ 
くっゃっょけきけえ ╄かっくっ ╁うおすけさけゃくっ-ちゃっすけゃけょせ, は 
けすょぇか ]ぇておせ くぇ さぇしすっさいぇくうっ ╃けぉさけきせ, しぇき あっ 
こさうしけっょうくうかしは お しけすさせょくうおぇき ねすけえ «つっかけゃっ-
つぬっえ こさうしすぇくう», おぇお, ゃけいきけあくけ, っひ くぇいにゃぇっす 
《っょは-きっょぉさぇす. ‶さぇゃょぇ, さぇいゅけゃぇさうゃぇかう ゃ けし-
くけゃくけき けくう, けぉしせあょぇは きけの うょっの けすょぇすぬ こしぇ 
しすせょっくすせ, は あっ かうてぬ こさうしかせてうゃぇかしは, ょぇ こけさけえ 

ゃしすぇゃかはか おけききっくすぇさうう. ¨かぬゅぇ, っしかう つっしすくけ, 
ぉにかぇ こさけすうゃ, くけ, おぇお は こけくはか, くっしおけかぬおけ こけ 
うくけえ こさうつうくっ: こけたけあっ, けくぇ しつうすぇかぇ, つすけ しけ-
ぉぇおぇ ょっえしすゃせっす かうつくけ くぇ きっくは ぉかぇゅけすゃけさくけ, 
う ゃけけぉとっ くっつっゅけ すぇおうきう こしぇきう さぇいぉさぇしにゃぇすぬ-
しは. ぃさぇ あっ けすくひししは お こさけぉかっきっ, おぇお かのぉけえ 
ゃさぇつ, ぉけかっっ こさぇゅきぇすうつくけ: けく うしたけょうか うい すけゅけ, 
つすけ こしぇ けすょぇすぬ くぇょけ, すっこっさぬ ゃけこさけし かうてぬ ゃ 
ちっかっしけけぉさぇいくけしすう こっさっょぇつう っゅけ こぇちうっくすせ. 
«′っ くぇゃさっょう» – すぇおけえ せ くうた, こけ-きけっきせ, ょっゃうい. 
〈ぇお つすけ こけしすけうき すうたけくぬおけ, ょぇ こけしかせてぇっき. ′け 
きうくせす つっさっい こはすぬ きくっ うた しかせてぇすぬ くぇょけっかけ: 
ししにかぇのすしは くぇ おぇおうっ-すけ くぇせつくにっ すっけさうう, くぇ 
こさっちっょっくすに うい こさぇおすうおう, すけしおぇ. ‶けえょせ かせつてっ, 
こさけゅせかはのしぬ ょぇ けゅかはあせしぬ, くっゃいうさぇは くぇ ょけあょうお. 

╃ぇ せあ, たけさけてっっ おけゅょぇ-すけ ぉにかけ たけいはえしすゃけ 
せ ぉけかぬくうちに, ゃうょぇすぬ: てっしすぬ ょけゃけかぬくけ-すぇおう 
ゃきっしすうすっかぬくにた すっこかうち, けす おけすけさにた けしすぇかうしぬ 
かうてぬ おぇさおぇしに し けしすぇすおぇきう さぇしすうすっかぬくけしすう, いぇ 
くうきう – ゃっしぬきぇ けぉてうさくけっ, しけすけお くぇ こはすぬょっしはす, 
っしかう くっ くぇ しっきぬょっしはす, こけかっ し おぇさすけておけえ, おけ-
すけさせの, こけ ゃしっえ ゃうょうきけしすう, こけ しすぇさけえ すさぇょう-
ちうう けぉさぇぉぇすにゃぇのす ぉけかぬくにっ. ╃ぇあっ くっしおけかぬおけ 
ゅさはょけお, しせょは こけ ぉけすゃっ, し きけさおけゃおけえ う しゃひおかけえ, 
ゃけいょっかぇくくにっ しすけはす, おぇお けしすぇすおう ぉにかけえ さけ-
しおけてう. ]ょっかぇゃ おさせあけお ゃけおさせゅ しっかぬたけいせゅけょうえ, 
ゃっさくせかしは お おけさこせしせ. ¨こぇ: ╂っくくぇょうえ ゃきっしすっ し 
あっくけえ ゃけいかっ ゃたけょぇ しすけはす, きけおくせす くぇこぇさせ. ╉ぇお 
あっ っひ いけゃせす? ╆うくぇ, こけ-きけっきせ. 

– ╆ょさぇゃしすゃせえすっ, いっきかはおう, – こけょけてひか は お 
]ぇておうくにき さけょうすっかはき. – 』すけ きけおくっすっ-すけ? 
‶けえょひきすっ いぇ きくけえ: ]ぇてぇ ゃけく ゃ すけえ すっこかうちっ, 
し しけぉぇおけえ うゅさぇっす, – う こけしっすうすっかう, こけょたゃぇ-
すうゃ しせきおう, さけぉおけ こけこかっかうしぬ しかっょけき. – ╆ぇつっき 
しすけかぬおけ ょけぉさぇ くぇぉさぇかう-すけ? ╄ゅけ あっ しっゅけょくは 
ゃにこうしにゃぇのす.

– 〈ぇお すせす せ きっくは ねすけ, – こけおぇつぇか しせきおけえ ╂っくぇ. 
– ‶さけょせおすに, ょぇ こけょぇさおう ゃしはおうっ. ぅ あっ こけくう-
きぇの: っょうくしすゃっくくけゅけ しにくぇ, しつうすぇえ, けす すぇおけえ 
ぉっょに ねすけす ょけおすけさ しこぇし. 〈に っゅけ しっゅけょくは ゃうょっか?

– ]っえつぇし しぇき せゃうょうてぬ. ╆ぇたけょう, – う こけょすけか-
おくせか っゅけ おけ ゃたけょせ ゃ すっこかうちせ. – ぃさうえ ╄ゃゅっ-
くぬっゃうつ, つすけ ねすけ せ ゃぇし こけしっすうすっかう こけょ ょけあょひき 
きけおくせす? ′ったけさけてけ.

╇, っしかう ╆うくぇ すけかぬおけ いぇょひさゅぇかぇ きっくは ゃ ゃけか-
くっくうう いぇ させおぇゃ, すけ ょけおすけさ せしきったくせかしは:

– ╃かは すぇおうた しかせつぇっゃ せ きっくは いぇきっしすうすっかぬ 
っしすぬ. 〈ぇお つすけ しぇき けすゃっつぇえ: こけつっきせ けくう せ くぇし 
きけおくせす? ╉けさけつっ: すに きっくは せぉっょうか, ¨かぬゅぇ すけあっ 
ゃさけょっ しけゅかぇてぇっすしは し ょけゃけょぇきう, すっこっさぬ ょっかけ 
いぇ すけぉけえ. 〉はしくうか?

– ╉せょぇ せあ はしくっっ, – こさけぉけさきけすぇか は, けぉけ-
さぇつうゃぇはしぬ お さけょうすっかはき しゃけっゅけ こけょけこっつくけゅけ. 
– ╂っくくぇょうえ, いくぇつうす, ょっかけ すぇおけっ: ょけおすけさ, – ょぇ 
こけしすぇゃぬ すに しゃけの しせきおせ ゃ せゅけかけお, すぇき しせたけ! – 
╉けさけつっ, ょけおすけさ さっおけきっくょせっす, つすけぉに ╃けぉさにえ 
あうか せ ゃぇし, ゃきっしすっ し ]ぇておけえ, ねすけ っきせ こけかっいくけ. 
╉ぇお ゃに くぇ ねすけ しきけすさうすっ? 

]ぇておうく けすっち さぇしすっさはくくけ こけしすぇゃうか しゃけの 
しせきおせ ゃけいかっ ゃたけょぇ, う, こけおけこぇゃてうしぬ ゃ おぇさきぇ-
くぇた, いぇおせさうか:

– ┿ ねすぇ しけぉぇおぇ – けくぇ ょけさけゅぇは? ╋くっ しにく ゅけ-
ゃけさうか, つすけ すに こさうゃけょうか おぇおけゅけ-すけ こしぇ, くけ は 
あっ くっ ょせきぇか, つすけ けくぇ すぇおぇは こけさけょうしすぇは. ′っす, 
ょっくぬゅう, さぇい くぇょけ, きに くぇえょひき, いょっしぬ ゅかぇゃくけっ 
– つすけぉに っきせ こけきけゅかけ. ┿ う ゃこさぇゃょせ こけきけあっす?

– [ぇい ょけおすけさ ゅけゃけさうす, つすけ こけきけあっす, いくぇつうす, 
ょけかあくけ, – いぇおせさうか は ゃしかっょ いぇ くうき. – ┿ くぇしつひす 
こしぇ すに いさは けこぇしぇってぬしは: きけえ けく, くうおぇおうた ょっ-
くっゅ くっ くぇょけ. ぅ, ゃうょうてぬ かう, きけあっす, う ゃけゃしっ ゃ 
ょさせゅけえ ゅけさけょ こっさっっょせ, こけおぇ くっ いくぇの, – しけゃさぇか 
は こっさゃけっ こけこぇゃてっっしは. – ┿ いょっしぬ, せ ゃぇし,  ╃け-

ぉさにえ くせあくっっ ぉせょっす, ょぇ う うき けぉけうき あっ かせつてっ, 
おぇお ょせきぇってぬ? ╆ぇとうすくうお けく けすきっくくにえ, あさひす 
ゃしひ. 》けすぬ すぇさぇおぇくけゃ しせてひくにた っきせ ゃ こかけて-
おせ くぇしにこぬ – う うた かけこぇすぬ ぉせょっす, ょぇ ょけぉぇゃおう 
こさけしうすぬ. ╆ょっしぬ ゅかぇゃくけっ – こけぉかぇあおう っきせ くっ 
ょぇゃぇすぬ, きせあしおせの させおせ ょけかあっく つせゃしすゃけゃぇすぬ, 
うくぇつっ, ぉけのしぬ, さぇいぉぇかせっすしは. 〈ぇお つすけ, っしかう すに 
しけゅかぇしっく, は すっぉっ こけすけき ゃしひ こけこけょさけぉくっっ さぇし-
しおぇあせ. 〈ぇお おぇお?

– ′っ, は ょぇさけき くっ ゃけいぬきせ, – いぇきけすぇか すけす ゅけ-
かけゃけえ.

– ┿ は いぇ ょっくぬゅう くっ こさけょぇき, – すゃひさょけ いぇはゃうか 
は. – ╁けす う こけゅけゃけさうかう… 〈に, お こさうきっさせ, しゃけっゅけ 
ょさせゅぇ ぉに こさけょぇか? 』すけ あっ すけゅょぇ きっかってぬ-すけ?! 
╉けきせ つせあけきせ は う しぇき くっ けすょぇか ぉに, ぇ ゃぇてぇ しっ-
きぬは きくっ くさぇゃうすしは, すぇお ゃ つひき ょっかけ? ╀っさう, こけおぇ 
ょぇのす: ゃうょうてぬ あっ, おぇお うき ゃょゃけひき たけさけてけ. 

′ぇかぇょつうお し きうくせすせ こけしきけすさっか くぇ ゃっしっかは-
とっゅけしは しにくぇ, いぇせかにぉぇかしは しぇき, くけ こけすけき ゃくけゃぬ 
せこさはきけ すさはたくせか ゅけかけゃけえ:

– ╁しひ さぇゃくけ ょぇさけき くっ ゃけいぬきせ. ′っ たけつってぬ いぇ 
ょっくぬゅう – ょぇゃぇえ いぇ こけょぇさけお. 

– ╁けす ねすけ こさぇゃうかぬくけ! – すけさけこかうゃけ こけあぇか は 
っきせ させおせ, こけつせゃしすゃけゃぇゃ, つすけ っとひ くっきくけゅけ – う 
しぇき こっさっょせきぇの. – 〉 きっくは かっすけき ょっくぬ さけあょっ-
くうは, こさうたけょうすっ ゃしっ ゃきっしすっ, は ぉせょせ さぇょ. ┿ すっ-
こっさぬ, さぇい ょけゅけゃけさうかうしぬ, くぇつくひき うくしすさせおすぇあ, 
– う くぇつぇか さぇししおぇいにゃぇすぬ ゃしひ こけょさはょ, つすけ いくぇの 
け しけぉぇおぇた.

╊うてぬ ぉに くっ しこけたゃぇすうすぬしは, くっ ょぇすぬ しかぇぉうくせ, 
くっ こけょけいゃぇすぬ しっえつぇし ╃けぉさけゅけ お しっぉっ, う こけすう-
たけくぬおせ くっ せょぇかうすぬしは し くうき ょけきけえ. ╇ は ょせてうか 
こけょけぉくにっ きにしかう こさけしすさぇくしすゃっくくにきう さぇししせあ-
ょっくうはきう け しけぉぇつぬっえ あういくう, こけさけえ ょぇあっ こっさっ-
たけょは くぇ そうかけしけそしすゃけゃぇくうは こけ こけゃけょせ けぉと-
くけしすう くぇてうた しせょっぉ. ′ぇおけくっち, ゃにょけたくせゃてうしぬ う 
さぇしこさけとぇゃてうしぬ し ¨かぬゅけえ う ぃさけえ, たけすっか ぉにかけ 
せぉさぇすぬしは ゃけしゃけはしう, くけ くっ ゃにてかけ: ╃けぉさにえ くう-
おぇお くっ たけすっか きっくは けすこせしおぇすぬ. ‶さうてかけしぬ ったぇすぬ 
ょけ ょけきぇ ]ぇておう, こけおぇいにゃぇすぬ こしせ くけゃけっ きっしすけ, 
う すけかぬおけ すけゅょぇ きくっ, くぇゅさせあっくくけきせ おけかぉぇしぇきう-
しにさぇきう, せょぇかけしぬ くぇおけくっち けぉさっしすう ょけかゅけあょぇく-
くけっ, くけ けすくのょぬ くっ さぇょせのとっっ けょうくけつっしすゃけ. 
╃けきぇ ぉにかけ っとひ たせあっ: くせ, さぇいかけあうか は ねすけ ゃしひ 
たけかけしすはちおけっ ぉけゅぇすしすゃけ くぇ しすけかっ, ぇ くっ っしすぬ, 
くっ こうすぬ ゃ けょうくけつっしすゃっ くっ たけつっすしは. ╁いはゃ こぇか-
おせ しっさゃっかぇすぇ う ぉせすにかおせ ゃけょおう, せしっかしは こっさっょ 
すっかっゃういけさけき. ╇, すぇお おぇお きくっ ぉにかけ ゃしひ さぇゃくけ, 
つすけ しきけすさっすぬ, こさけしくせかしは は ゃ すけき あっ おさっしかっ, ゃ 
おけすけさけっ こさうしすさけうかしは ゃっつっさけき. ╀せすにかおぇ ぉにかぇ 
こけつすう こせしすぇ, きけつっゃけえ こせいにさぬ, くぇこさけすうゃ, こけ-
かけく, ょぇ っとひ う ねすけす すっかっゃういけさ いかけぉくけ てうこうす. 
′け ねすけ っとひ こけかぉっょに: しっゅけょくは こけくっょっかぬくうお, う 
こけさぇ ったぇすぬ すせょぇ, つすけ こけおぇ はゃかはっすしは きけっえ さぇ-
ぉけすけえ. ┿ すぇき, おぇお は つせゃしすゃせの, しっゅけょくは しけゃしっき 
こかけたけ: ょっかぇすぬ くうおすけ くうつっゅけ くっ たけつっす, しこうさす 
ょぇゃくけ おけくつうかしは, ゃしっ いかにっ う こけすっさはくくにっ. ┿ 
っしかう っとひ う くけゃにっ たけいはっゃぇ こさうっょせす – すけ う ゃけ-
ゃしっ ぉっょぇ.

′ぇ きっしすっ ゃしひ けおぇいぇかけしぬ っとひ たかっとっ, つっき は 
きけゅ こさっょこけかけあうすぬ: こけたけあっ, し ねすうき しこうさすけき 
きせあうおう しけゃしっき しぉさっくょうかう. ╋ぇかけ すけゅけ, つすけ しけ-
ぉぇつぬうた ぉけてっお くぇゃすにおぇかう くぇ こうおう ゃけさけす, すぇお 
っとひ う おさぇしくせの ょけさけあおせ こけしすっかうかう けす しぇきけゅけ 
ゃなっいょぇ う ょけ おけくすけさに. «╃けさけあおぇ», さぇいせきっっすしは, 
ぉにかぇ うい おさけゃう. ′っ こさうしけっょうくははしぬ お おけこけてぇ-
とっえしは すけかこっ ゃけいかっ ぇくゅぇさぇ, は こさけてひか さはょけき 
し «ょけさけあおけえ», すはくせゃてっえしは ょけ しぇきけゅけ こけさけゅぇ 
ゅかぇゃくけゅけ いょぇくうは くぇてっえ せあっ ぉにゃてっえ こっさっ-
ょっさあおう.

– ╊のしぬ ‶ぇかくぇ? – いぇしせくせか は ゅけかけゃせ ゃ っひ おぇ-
ぉうくっす. – ╋けあくけ?

РЕКЛАМА

Для тех, кто ценит свое время 
и бережёт свои нервы!

В Берёзовском БТИ и РН Вы можете 

заказать следующие виды услуг:

� Оформление документов на земельные участки и 

домовладения

� Оформление наследственных прав

� Оформление документов для приватизации квартир

� Подготовка документов к сделке купли-продажи и дарению

� Оформление документов на гаражи, садовые участки

� Оформление документов на ввод в эксплуатацию объектов 

недвижимого имущества

� Оказание услуги в получении технических условий и 

разрешений на строительство объектов недвижимости 

� Составление договоров купли-продажи и дарения (для 

физических и юридических лиц), подготовка и печать соглашений о 

разделе домовладений и земельных участков

� Сопровождение сделок дарения и купли-продажи

� Подбор вариантов для приобретения и продажи объектов 

недвижимого имущества

� Юридические консультации

Ждем вас по адресу: пер. Клубный, 12, каб. № 17

ПН.-ЧТ. с 14.00 до 17.00 ПТ с 13.00 до 16.00 СБ с 9.00 до 12.00  

кроме последней субботы месяца

справки по тел. 8 (34369) 4-32-46, 4-12-61
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АН «Мой город»
  купля
  продажа
  обмен
  ипотека
  обналичим сертификат

г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 27

8-912-28-43-289, 

8 (343) 254-67-03
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ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ, ′╀‶. 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ. 8-965-51-54-536.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. ゃ ]けゃっすしおけき きおさく. 
]さけつくけ. 8-961-77-30-506.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっ-

くうは ゃ 〈『 «╋けくっすおぇ», 10-40 き2. 〉か. 
╉さ. ╂っさけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしに ゃ ぇさっくょせ. 8-922-10-
49-103.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうし, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 450 さ./き2. 
8-904-98-75-030, 8-922-20-14-335.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 1-おけきく. おゃ. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ ゃ ょっさっゃ. ょけきっ, 18,7 
き2. 8-953-00-28-776.

[╄╉╊┿╋┿

• 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., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 
11, 3/10, 37,2/17,8/10. 8-919-38-
13-700.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., こ. ╉っょさけゃおぇ, 2/5. 
8-912-77-50-296.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 
4/2, 4/5. 8-922-10-27-250.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. 8-911-45-57-606.
[╄╉╊┿╋┿

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に, ょさけゃぇ, 
しさっいおぇ こうかっくぇは, しけさす 1. 8-953-
05-45-153.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けた. 8-922-10-29-462.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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. 8-904-17-
04-986.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 4 き, すっくす-ぉけさす. 8-922-
61-73-900.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 5 す. 8-904-98-
96-683.

[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
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┿

• [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, こけしせ-

ょけき. きぇてうく, ねか. ゃけょけくぇゅさっゃぇ-

すっかっえ. 8-922-21-58-427, 8-908-90-
34-644.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす たけかけょうかぬくうおけゃ. 
8-922-21-64-788, 8-904-16-67-082.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ».  
8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-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.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけおさぇくに: 20 す 22 き, 16 す 18 き. 
]ぇきけしゃぇかに. 8-922-12-40-606.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすこけきけとぬ くぇ ょけきせ. ╉させゅかけ-
しせすけつくけ. 8-902-26-15-454, 8-922-
12-94-906, 4-22-53.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすおかうくうおぇ «[┿′┿[┿» 
(╀╋╃╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. (343) 
290-92-54, 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ‶けさけしはすぇ, 2 きっし. 8-906-80-43-168.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 『にこかはすぇ. 8-904-38-24-460.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ, きはしけ しゃうくうくに, 
さぇししぇょぇ. 4-91-87, 8-912-21-33-613.

[╄╉╊┿╋┿

ÎÒÄÀÌ
• ╉けすはすぇ, 1,5 きっし. 8-912-64-00-543.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.
[╄╉╊┿╋┿

′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう ]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

╅うゃけすくにっ

19 ìàÿ
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-3514

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.
[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい, こっさっゅくけえ. ╃け-

しすぇゃおぇ. ′ういおうっ ちっくに. 8-922-
12-40-606.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい. 8-953-03-90-534.
[╄╉╊┿╋┿

• ′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. 8-902-87-99-662.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇゃっしくせの しっくけおけしうかおせ. 
8-922-10-35-721.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆-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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁┿╆ 21093, 1993 ゅ.ゃ., 30 す.さ., 
ぉっい すけさゅぇ, しけしす. たけさけてっっ. 8-908-
63-90-444.

[╄╉╊┿╋┿

• 》けくょぇ こぇさすくっさ, 2001 ゅ.ゃ., 
せくうゃっさしぇか. 8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

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

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう ]こっちすったくうおぇ

『かすそせて 
にそしそおけしへせけさそう

せあ おそすと. ╇つか ちあこそせふ.
ゐñ£ ç▲êÜÑÖ▲ê. で¡óÑ¡ó.

8-902-26-75-615

[╄
╉╊

┿╋
┿

Ðåìîíò 
õîëîäèëüíèêîâ.

Äåøåâî.
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶さけょせおすに こうすぇくうは
ÏÐÎÄÀÌ

• ╋っかおぇは おぇさすけておぇ. 8-904-98-
76-732.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っきっくくけえ おぇさすけそっかぬ. 8-950-
63-85-396.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っさくけ, こてっくうちぇ. 8-908-63-
04-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀っしこかぇすくけ ゃにゃっいっき う ゃに-

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ, ょけきけゃ. 
8-922-29-42-258.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに, ょう-

いぇえく, こかうすおぇ, ねかっおすさうおぇ, しぇくすった-

くうおぇ. 8-902-87-74-780. ╃きうすさうえ.
[╄╉╊┿╋┿

• ╇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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけっおすうさけゃぇくうっ う しすさけう-

すっかぬしすゃけ. 8-919-38-51-988.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀さうゅぇょぇ おぇきっくとうおけゃ. 8-908-
91-24-033.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃ってっゃけ, おぇつっしすゃっくくけ, ぉに-

しすさけ. [っきけくす けぉせゃう, けょっあょに, 
おけあゅぇかぇくすっさっう. 〉か. ┿くせつうくぇ, 
8 (1 こけょゃぇか).

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったきけくすぇあ. 8-903-08-25-799.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょけこさけゃけょ, けすけこかっくうっ, 
しつっすつうおう. 8-908-63-66-467.

[╄╉╊┿╋┿

• [っしすぇゃさぇちうは ゃぇくく. 200-86-66.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇさせあくぇは さっおかぇきぇ, ゃにゃっ-

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

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

• 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.  
〈けさゅ. 8-950-20-95-867.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ, せか. 
╉けきしけきけかぬしおぇは, 4, 1/2, おうさこ. 
8-912-24-91-012.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せて-
おうくぇ, 35 き2, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 『. 
1200 す.さ. 8-902-87-45-679.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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 こけ せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 3 
しけす., ょけき, すっこかうちぇ, ゃしっ こけしぇあっくけ. 
8-922-12-43-400.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, 5 しけす., おけききせくうおぇちうう 
こけ せかうちっ. 『. 850 す.さ. 8-965-53-04-866.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-おう, 20 き2, 14 き2, 
10 き2, こけょ しすさ-ゃけ あうか. ょけきぇ, 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ]けかくっつくにえ, 
さぇいさぇぉけすぇくに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-お, ゃっすたうえ ょけき, 14 しけす. 
8-909-02-13-428.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, さ-く "╆けさう". 8-912-64-39-447.
[╄╉╊┿╋┿



• ╁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.

• ‶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.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿′ «╉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.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿′ «╋ぇさす» すさっぉせのすしは さうねかすけ-

さに. 4-29-02.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.

• ╁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.

• ╂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.

• ╁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.

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

• ¨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.

• 〈さっぉせのすしは さぇいくけさぇぉけつうっ. 
8-902-40-93-907.

15ÂÀÊÀÍÑÈÈ, ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
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╁ぇおぇくしうう

┳》╉╈《》′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

ヂ┐┅┄┑┒─│┈┒┅┋├ ┍┅┌┅┖┊┎┉ 
┌─┐┊┈ ┑┒┐┎┈┒┅┋├┍┎┃┎ ┊┐┅┏┅┆─ FISCHER 
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ゴゾグギゾギヅヮ ダドガギズヮ ヂヅダガヮグ

ヅ━┍┄ ┏┄┆┝┋┄ ━┚ ┋┍┅┄┑┄ ┍┑┎┏〞━┇┑┛ ┎┍ 〞┃┏┄┐┒: upat.ekt.72@mail.ru
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[╄
╉╊

┿╋
┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 

• ┋┄┌┄┃┅┄┏
• ─┒└│〞┊┑┄┏
• ┉┊〞┃┍━┘┇┉┇

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-99-142

╀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

[╄
╉╊

┿╋
┿

でëÜôÖÜ 
öëñßÜñöï　
『[╉『╄》ぉ-

『╄〈』╉‒〈′‶
8-912-60-65-221

┨ ┲ ┵ ┶ ┤ ┦ ┮ ┤
ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, 

ÃËÈÍÀ, ÄÐÅÑÂÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÓÃÎËÜ, 

ÀÑÔÀËÜÒ, ÎÏÈË, ØÏÑ.

┵ ┤ ┰ ┲ ┵ ┦ ┤ ┯ ┿  ┨ ┲  2 0  ┶
┶ ┩ ┴ ┰ ┲ ┥ ┷ ┨ ┮ ┬  4 - 1 0  ┶

8 - 9 0 2 - 2 5 - 7 3 - 0 4 9

[╄
╉╊

┿╋
┿

┦ ┿ ┦ ┲ ┫  ┰ ┷ ┵ ┲ ┴ ┤

‶さっょこさうはすうの すさっぉせっすしは
äèçåëèñò 

し けこにすけき さぇぉけすに こけ しぉけさおっ う さっきけくすせ ょういっかぬ しすぇくちうう.
¨こかぇすぇ ゃにしけおぇは.

(343) 382-75-64, Ëàðèñà Âàñèëüåâíà

‶[╄╃‶[╇ぅ〈╇ぃ ′┿ ‶¨]〈¨ぅ′′〉ぃ [┿╀¨〈〉 〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ:
〈けおぇさう 4-6 さぇいさはょぇ
]かっしぇさぬ-しぉけさとうお きっすぇかかけおけくしすさせおちうえ
]かっしぇさぬ きったぇくけしぉけさけつくにた さぇぉけす 4-5 さぇいさはょぇ

ゲ/┏ │┛┏┋─┗┈│─┅┒┑┟ ┑│┎┅│┐┅┌┅┍┍┎ 2 ┐─┇─ │ ┌┅┑┟┖, ┑┎┖. ┏─┊┅┒. 
ド┐┅━┎│─┍┈┟ ┈ ┓┑┋┎│┈┟ ┐─━┎┒┛ – ┏┐┈ ┑┎━┅┑┅┄┎│─┍┈┈.

¨ぉさぇとぇすぬしは: ¨¨¨ "〉さぇかねくっさゅけつっさきっす – ╋っすぇかか",
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こけし. ╀╆]╉, 20╀. 

¨しすぇくけゃおぇ すさぇくしこけさすぇ "┿ゃすけすさぇくしこけさすくぇは" 
(うかう "╀っさっいけゃしおうえ こさうゃけい").

〈っかっそけく けすょっかぇ おぇょさけゃ (34369) 3-25-85, (343) 228-37-07.

• ¨そうし-おけくしせかぬすぇくす. 8-965-

53-31-612.

• «┿╁] 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.

• ╋けくすぇあくうおう こけょなっきくけ-
しっおちうけくくにた ゃけさけす, ゅ. ╀っさっいけゃ-

しおうえ. (343) 372-21-16, 379-05-99.

• ╋っくっょあっさ けすょっかぇ こさけょぇあ. 
8-912-22-99-975.

• [ぇいくけさぇぉけつうっ, きせあ., さ-く 
¨ゃけとくけっ けすょっかっくうっ, あうかぬっ. 
8-922-60-65-999.

• ╁けょうすっかぬ おぇす. "]", くぇ はこけくっち, 
けこにす さぇぉけすに. 8-922-60-65-999.

• ╉けきこぇくうは こさうゅかぇてぇっす お 
しけすさせょくうつっしすゃせ. ¨ぉせつっくうっ, しけ-

ゃきっとっくうっ. 8-963-03-33-512.

• ╁ しすけかけゃせの すさっぉせのすしは こけゃぇさ 
きはしくけゅけ ちったぇ, けこにす, い/こ 10 す.さ., 
きけえとうちぇ, い/こ 6 す.さ. ╃けしすぇゃおぇ 
しかせあっぉくにき すさぇくしこけさすけき. 8-950-
19-51-953.

• ′ぇぉけさとうおう くぇ ぇこすっつくにえ 
しおかぇょ, き/あ, 20-40 かっす, ぉっい ゃ/こ, 
くけつくにっ しきっくに, 5-ょくっゃおぇ し 20-00 
つぇしけゃ, けこかぇすぇ しょっかぬくぇは けす 20 す.さ., 
ょけしすぇゃおぇ, さ-く 〉╆‶], せか. ╉けかぬちっゃぇは, 
13, けしす. ╋. ╂けさぬおけゅけ. 215-89-16.

• ぁかっおすさうお, い/こ 15 す.さ. 4-59-68.

• ‶けゃぇさ, きけえとうちぇ. 8-965-50-

10-765.

8-904-179-90-98

8-904-179-92-00

201-00-51
[╄╉╊┿╋┿

ÁÅÒÎÍ 

ÐÀÑÒÂÎÐ 

ÊÈÐÏÈ×

Áåòîí

Ðàñòâîð

Ðàñòâîð (èçâåñòêîâûé)

Êèðïè÷

╃けしすぇゃおぇ おさせゅかけしせすけつくけ
┿ゃすけぉっすけくけくぇしけし

îò 1600

îò 1700

îò 2000

îò 7 ðóá.

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)

[╄
╉╊

┿╋
┿

ダ┏┄┃┎┏┇┞┑┇┄ ┐┃〞┄┑ ━ 
〞┏┄┌┃┒ ┎┏┍┇┆━┍┃┐┑━┄┌┌┚┄, 
┍┑〞┎┊┇━〞┄┋┚┄ ┎┊┍┘〞┃┇. 

S – 110 ┋2.

4-95-25
[╄╉╊┿╋┿

8-912-269-85-86

╉さっょうすくぇは しかせあぉぇ

«╂さぇくうす»

‶けきけとぬ 

ゃ こけかせつっくうう

╉[╄╃╇〈┿
[╄╉╊┿╋┿

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
‶[¨╃┿╋

• ‶けこせゅぇう: おけさっかかに – 2500 させぉ., 
さけいっかかに: こうくぇくす – 7000 させぉ., 
おさぇしくぇは – 6000 させぉ., ゃけかくうしすにっ – 

700 させぉ., こっゃつうっ こけこせゅぇう (こぇさぇ) 
– 7000 させぉ. 8-961-57-33-355.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• 】っくけお, こけきっしぬ けゃつぇさおう, ゃ 
つぇしすくにえ ょけき. 8-904-54-64-817.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]っくけ ゃ すのおぇた, させかけくぇた. 8-908-

63-71-262.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃っおけさぇすうゃくにえ おさけかうお,  ちゃっす 
ぉっかけ-おけさうつくっゃにえ, けつっくぬ こせてうしすにえ, 
ゃけいさぇしす 1 ゅけょ, し おかっすおけえ, きうしおけえ, 
ゅけさておけき, ぉせすにかけつおけえ ょかは こうすぬは, 
ちっくぇ 1200 させぉ., すけさゅ. 8-904-16-83-
280, ╄おぇすっさうくぇ.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ 
‶[¨╃┿╋

• [ぇょうぇすけさ けたかぇあょっくうは お ╁┿╆ 
2106, ちっくぇ 1600 させぉ., ぉっくいけくぇしけし 
«‶っおぇさ», ちっくぇ 400 させぉ., さぇょうぇすけさ 
けすけこかっくうは お ╁┿╆ 2106, ちっくぇ 800 させぉ. 
〈けさゅ せきっしすっく. 〈っか. 8-912-27-26-398.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÄÅÒÑÊÎÅ 
‶[¨╃┿╋

• ╃っすしおうえ ゃっかけしうこっょ, ち. 1000 
させぉ. 4-51-00.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

• 〉しすさけえしすゃけ きけつっこさうっきくけっ ょかは 
きせあつうく "〉さけちっか", こさうきっくはっすしは 
こさう かのぉにた そけさきぇた くっょっさあぇくうは きけつう. 
╇きこけさす. ╃ってっゃけ. 8-902-25-89-788.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]ぇあっくちに: ゅけかせぉけえ っかう, 
おかっくぇ, かうこに, しかうゃに う ょさ. 8-904-

98-65-291, 3-18-07.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ‶うぇくうくけ «ぁ╊╄╂╇ぅ», しけしす. 
たけさけてっっ, しぇきけゃにゃけい. 8-950-63-24-032.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃ゃっさぬ きっすぇかかうつっしおぇは, ぉ/せ, 
ゃけいきけあくぇ ょけしすぇゃおぇ, くっょけさけゅけ. 8-963-
44-83-749.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• "╆けかけすけえ せし", かのぉけゅけ さぇいきっさぇ.  
╃ってっゃけ. 4-87-26, 8-950-19-63-686.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ
• ╋くっ 52 ゅけょぇ, さけしす 164, 
うくすっさっしくぇは あっくとうくぇ うとっす 
きせあつうくせ ょかは し/け けす 49 ょけ 53 かっす. 
8-952-13-60-438.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ïîñåëêàõ ÁÃÎ.

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

ゎëÜ£ôó¡í-ïöëÜäí¿áàó¡í
で¿ñïíë　-ëñ½ÜÖöÖó¡í äÜ ゎぢぜ
ぢÜÑïÜßÖÜ0 ëíßÜôÜ0 äÜ ÜßÜë¡ñ ïöëÜ¢¡ó (¢ñÖ.)

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

 《》′╇[╄ぁ╄╉』 〈╄ 》╄╅〉』【:
ゐÜêÇí¿öñëí äÜ £íëíßÜöÖÜú ä¿íöñ
ごÖ¢ñÖñëí ÜöÑñ¿í ïÖíß¢ñÖó　
ぜñÖñÑ¢ñëí äÜ äëÜÑí¢ñ ÇóÑëÜîó¿óÖÑëÜç
ぜñÖñÑ¢ñëí äÜ äëÜÑí¢ñ öëÜßÜÜ¡¿íÑôó¡Üç

╂さぇそうお さぇぉけすに 7 30 – 16 10

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä ðàáîòíèêàì, ïðîæèâàþùèì â ïîñåëêàõ ÁÃÎ.

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

[╄╉╊┿╋┿

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

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

‶[¨╃┿╋ 
24 こけょょけくぇ ぉかけおけゃ 
"〈っこかうす" (しさっいおぇ) 

こけ 680 させぉ.
8-904-98-96-053

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぢëñÑäëó　öó0 öëñßÜñöï　 

いとにえあしてかち 
äÜ ½íöñëóí¿í½, 

ÜïÖÜçÖ▲½ ïëñÑïöçí½.
げÖíÖóñ "1で", Üä▲ö.

8-912-24-70-005
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äÜÑÇÜöÜç¡í çÜÑóöñ¿ñú
äëóÇ¿íüíñö 
Öí ÜßÜôñÖóñ

çÜÑóöñ¿ñú ¡íö. ゑ.
ゎごゐとんé 

でごでどぎぜん でとごがだと.
げíÖ　öó　 äëÜêÜÑ　ö 

äÜ íÑëñïÜ:
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ]すさけうすっかっえ, 18 «ぇ»
(てゃっえくぇは そぇぉさうおぇ «╀┿[]»)

8 (343) 219-13-18
8-961-76-34-434

かうちっくいうは わ3367

[╄
╉╊

┿╋
┿

╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 
うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす さっおかぇきけ-
ょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

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

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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66197 〈うさぇあ 3640. ̈ ぉなっき 4 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

┿╃[╄] [╄╃┿╉『╇╇ ╇ ╇╆╃┿〈╄╊ぅ:
623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9,
www.bergrad.ru

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33. 

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

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

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

ゐñëñ£Üçï¡óú öëí¡ö, 3
Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ
Ü¿. だïÖÜçóÖï¡í　, 8, 
Üâóï 42
öñ¿. (343) 216-25-62
âí¡ï. (343) 216-25-63
www.krovteh.ru
krovteh@intermail.ru

ぜñöí¿¿Üôñëñäóîí. ゎóß¡í　 ôñëñäóîí. ぢëÜâ¿óïö で 8, ぜぢ 20, で 44. でíúÑóÖÇ. どñä¿Üó£Ü¿　îó　. 
ゑÜÑÜïöÜôÖ▲ñ ïóïöñ½▲. とÜ¿äí¡ó, £ÜÖö▲. ぢíëíäñö▲, Üö¿óç▲, Üö¡Üï▲. だÇëí¢ÑñÖóñ ¡ëÜçñ¿áÖÜñ.

Ïðèãëàøàåì ê ñîòðóäíè÷åñòâó äèëåðîâ!
╉けかこぇおう くぇ いぇぉけさ, 7 ゃうょけゃ. 
『っくぇ: けす 600 さ./てす.

]くっゅけいぇょっさあぇすっかぬ すさせぉつぇすにえ, 3 き. 
〉しうかっくくぇは おけくしすさせおちうは. 『っくぇ: けす 1200 さ./てす. 

¨ゅさぇあょっくうっ おさけゃっかぬくけっ, 3 き. 
〉しうかっくくぇは おけくしすさせおちうは! 『っくぇ: けす 1800 さ./てす.

[╄╉╊┿╋┿

ТАКСИ «Березовское»
такси нашего города

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

Услуга 
АВТОПИЛОТ

[╄╉╊┿╋┿

berblizko.ru
ヴ┍┐┉〞 ┍─┙┞━┊┄┌┇┈

on-line
[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

 ¡Üë-ÖñïÜüñ¡, ½Ü¿ÜÑÜ¡, 
ßëÜú¿ñëÖ▲ê î▲ä¿　ö, 

Üö　ö, ÇÜï　ö

22 ó 29 ½í　 ïÜïöÜóöï　 äëÜÑí¢í

ï 10.00 ÑÜ 12.00

[╄╉╊┿╋┿

◇＊┻ ～○°●§※□ 〆＄○☆＄″┸ ざ
ゅ′％′＊％☆◎＄＆° ●＄＠＄＃§☆℃☆ △◎＄§％↑ょ

8-950-63-44-726

ПJB=E:R:?F
"Ц<?LU ФEHJBGLBG:"

 ¢％″※＄ ■″＄◎※
 ＆☆＠§°◎§※＄ 
○°●◎＄§％↑
 ＆☆＠★☆£％■％％

 ′◇＆＄◎※ §＄″＄●◎※
 ☆◆☆○＠＊＄§％＄
 ￥☆●◎°″＆°

〆％′＆％＄ ■＄§※┸ ″※℃☆￥§※＄ ●＆％￥＆％┿

』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.

28 すあみ う 14.00
Öí öñëëóöÜëóó Üôíïö¡í ヽ27 

ïÜïöÜóöï　 Üßàññ ïÜßëíÖóñ ô¿ñÖÜç 
でぢだ ヽ115 "ぶñëñ½üíÖ¡í". ぞÜç▲½ 

ç¿íÑñ¿áîí½ Üôíïö¡Üç äëóÖñïöó ¡Üäó0 
ïçóÑñöñ¿áïöçí Ü ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú 

ëñÇóïöëíîóó äëíçí.

[╄
╉╊

┿╋
┿

はぱ ＠°↑┸ ″☆ ″◎☆○§％＆ ● ふ00 ￥☆ のび00 §° ○※§＆＄

●☆●◎☆％◎●↑ ★○☆￥°¢°
＆◇○┽§＄●◇▲＄＆┸ ＆◇○┽＠☆＊☆￥☆＆ 

ゅ′＄＊※＄┸ ○※¢％＄ょ┻
‘○％ ★☆＆◇★＆＄ のね ＆◇○ ‒ ☆￥％§§°￥■°◎°↑ ″ ★☆￥°○☆＆┿

[╄╉╊┿╋┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅»

｠しかい
(せかさそせおけぬけみ)

┄┋┟ ┊┎┐┌─ 
┆┈│┎┒┍┛┕

8-950-65-41-363

[╄
╉╊

┿╋
┿

（″°¢°＄＠※＃ 
〆＄§§°￥％＃ ／″°§☆″％△ 仝＄○●＄§＄″┿
〆☆○↑△☆ ％ ●＄○￥＄△§☆ ★☆£￥○°″＊↑＄＠ ″°●┸ 

″＄◎＄○°§° ｜々〇 ’）┸ ● ★○＄＆○°●§※＠ ←′％＊＄＄＠ ‒ 
● びね┽＊＄◎％＄＠┿

々※ ￥＊％◎＄＊〒§☆＄ ″○＄＠↑ °＆◎％″§☆ 
％ ￥☆′○☆●☆″＄●◎§☆ ○°′☆◎°＊％ ″ ‥々〇 
§°▲＄℃☆ ℃☆○☆￥°┸ ★○％§％＠°＊％ ◇△°●◎％＄ ″ 
○°£＊％△§※□ ●★☆○◎％″§※□ ●☆○＄″§☆″°§％↑□┸ 
£°▽％▽↑↑ △＄●◎〒 §°▲＄℃☆ ＆☆＊＊＄＆◎％″°┻ 
“★°●％′☆ ″°＠ £° →◎☆┿

‥◎ ″●＄＃ ￥◇▲％ ¢＄＊°＄＠ ″°＠ £￥☆○☆″〒↑┸ 
′☆￥○☆●◎％ ％ ″●＄℃☆ ●°＠☆℃☆ □☆○☆▲＄℃☆┿

｜％○§☆℃☆ ″°＠ §＄′°┿
╇. 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 〇※＠☆＆ 々┻ 〃┻
‶さっょしっょぇすっかぬ ]╁ 「○☆▲＄″％△ ‖┻｜┻

“ しご┽＊＄◎％＄＠ ★☆£￥○°″＊↑＄＠ 
″＄◎＄○°§° 々＄＊％＆☆＃ ‥◎＄△＄●◎″＄§§☆＃ ″☆＃§※ 
｜°●＊☆″° …％＆☆＊°↑ ”○☆◆％＠☆″％△°┻

╁しっき たけつっすしは ぉにすぬ こけきけかけあっ,
╆ぇぉにすぬ け ゅけょぇた いぇ しこうくけえ,

╁ぇき ゃ ねすけき しっゅけょくは こけきけあっき!
[っちっこす すせす ょけゃけかぬくけ こさけしすけえ:

〉かにぉおぇ, いょけさけゃぬっ, せしこった,
┿ すぇおあっ かのぉけゃぬ う せょぇつぇ...

╇ つすけぉに たゃぇすうかけ くぇ ゃしった – 
]っぉは う ゃしった ぉかういおうた ゃ こさうょぇつせ!

‶けいょさぇゃかはっき ╁ぇし し のぉうかっっき!

〃￥＠％§％●◎○°■％↑┸ “☆″＄◎ ″＄◎＄○°§☆″


