
‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 29 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 +15 +16, くけつぬの +12 +14
╁っすっさ しっゃっさけ-ゃけしすけつくにえ, 3-5 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 736 きき さす.しす.
‶けくっょっかぬくうお, 30 きぇは

′っぉけかぬてぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
ょくひき +18+20, くけつぬの +13+15

╁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 738 きき さす.しす.
╁すけさくうお, 31 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 +18+20, くけつぬの +11+13

╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 2-4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 731 きき さす.しす.
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┧┲┶┲┦!
]ゃっさょかけゃしおうっ すっこかけゃにっ 

しっすう (¨¨¨ «]ゃっさょかけゃしおぇは 
すっこかけしくぇぉあぇのとぇは おけきこぇ-
くうは») ょけゃけょはす ょけ しゃっょっくうは 
あうすっかっえ ]けゃっすしおけゅけ きうおさけ-
さぇえけくぇ ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ 
しさけおう こさけゃっょっくうは ゅうょさぇゃかう-
つっしおうた けこさっししけゃけお:

– し 23:00 つぇしけゃ 30 きぇは ょけ 
07:00 つぇしけゃ 31 きぇは 2011 ゅけょぇ 
ぉせょせす こさけゃけょうすぬしは ゅうょさぇゃかうつっ-
しおうっ けこさっししけゃおう おゃぇさすぇかぬくにた 
すっこかけゃにた しっすっえ ょぇゃかっくうっき 16 
ぇすきけしそっさ つっさっい こけょぇのとうっ きぇ-
ゅうしすさぇかぬくにっ う さぇいゃけょはとうっ すさせ-
ぉけこさけゃけょに. ¨こさっししけゃおう ぉせょせす 
こさけゃけょうすぬしは し こさっおさぇとっくう-
っき ゅけさはつっゅけ ゃけょけしくぇぉあっくうは. 

– 1 う 2 うのくは 2011 ゅけょぇ し 00:00 
ょけ 06:00 つぇしけゃ ぉせょせす こさけゃけ-
ょうすぬしは ゅうょさぇゃかうつっしおうっ けこさっし-
しけゃおう こけょぇのとうた すさせぉけこさけゃけょけゃ 
きぇゅうしすさぇかぬくにた う さぇいゃけょはとうた 
すっこかけゃにた しっすっえ こけゃにてっくくにき 
ょぇゃかっくうっき ぉっい こさっおさぇとっくうは 
ゅけさはつっゅけ ゃけょけしくぇぉあっくうは こけ けぉ-
さぇすくにき すさせぉけこさけゃけょぇき.

╃け くぇつぇかぇ ゅうょさぇゃかうつっしおうた 
けこさっししけゃけお すっきこっさぇすせさぇ ゅけさは-
つっえ ゃけょに ぉせょっす こけくうあっくぇ. ‶け-
しかっ ゅうょさぇゃかうつっしおうた けこさっししけゃけお 
ゅけさはつっっ ゃけょけしくぇぉあっくうっ ぉせょっす 
こさけういゃけょうすぬしは こけ けぉさぇすくにき 
すさせぉけこさけゃけょぇき. ╁ くぇつぇかぬくにえ 
こっさうけょ こけしかっ ゅうょさぇゃかうつっしおうた 
けこさっししけゃけお こけょぇつぇ ゅけさはつっえ 
ゃけょに ゃけいきけあくぇ し こけくうあっくくにき 
ょぇゃかっくうっき う すっきこっさぇすせさけえ.

╁かぇょっかぬちぇき しおかぇょしおうた う 
こけょゃぇかぬくにた こけきっとっくうえ し きぇ-
すっさうぇかぬくにきう ちっくくけしすはきう くっ-
けぉたけょうきけ こさうくはすぬ きっさに, こさっ-
ょけすゃさぇとぇのとうっ うた いぇすけこかっくうっ 
こさう ゃけいきけあくにた さぇいさにゃぇた すっこかけ-
すさぇしし, けさゅぇくういけゃぇすぬ ょっあせさしすゃぇ ゃ 
こっさうけょ けこさっししけゃけお. ╁ しかせつぇっ けぉ-
くぇさせあっくうは せすっつっお ゅけさはつっえ ゃけょに 
いゃけくうすぬ こけ すっかっそけくぇき 331-22-
18, 353-72-90.

]╄╋をぅ ╂¨╃┿

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╆┿ いゃぇくうっ «]ぇきけえ かせつてっえ しっきぬう ゅけょぇ 2011» くぇ けょくけう-
きひくくけき おけくおせさしっ, けさゅぇくういけゃぇくくけき せこさぇゃかっくうっき しけちう-
ぇかぬくけえ いぇとうすに くぇしっかっくうは,  ぉけさけかうしぬ つっすにさっ ょうくぇしすうう: 

┿そぇくぇしぬっゃに, ╀ぇおうくに-╂ぇさてぇくうおけゃに, ╀けくょぇさっくおけ う ¨しうくちっゃに. 
‶っさゃにえ おけくおせさし – «かのぉうきけっ ぉかのょけ» – くぇつぇかしは っとひ ゃ そけえっ 
╃ゃけさちぇ きけかけょひあう. ╅のさう う いさうすっかう せゅけとぇかうしぬ すさせぉけつおぇきう, 
すけさすぇきう, しけせしぇきう, こさうゅけすけゃかっくくにきう せつぇしすくうおぇきう. 

╉けくおせさしぇくすに こさっょしすぇゃうかう しゃけう ゃういうすおう, さぇししおぇいぇかう け すさぇょうちうはた, しせ-
とっしすゃせのとうた ゃ うた しっきぬはた, ぇ すぇおあっ こけこさけぉけゃぇかう せゅぇょぇすぬ こけこせかはさくにっ 
こっしくう こけ けすょっかぬくにき しかけゃぇき. 

]ぇきけえ ぇさすうしすうつくけえ こさういくぇかう しっきぬの ╀ぇおうくにた-╂ぇさてぇくうおけゃにた, おぇあょけっ 
ゃにしすせこかっくうっ おけすけさけえ ぉにかけ こけたけあっ くぇ きうくう-しこっおすぇおかぬ し おけしすのきぇきう う 
すぇくちぇきう. ]っきぬは ╀けくょぇさっくおけ いぇゃけっゃぇかぇ いゃぇくうっ しぇきけえ ょさせあくけえ, ぇ ¨しうく-
ちっゃに しすぇかう こけぉっょうすっかはきう ゃ くけきうくぇちうう «]ぇきぇは きせいにおぇかぬくぇは しっきぬは». 
‶けぉっょうすっかはきう おけくおせさしぇ しすぇかう ┿そぇくぇしぬっゃに – ┿くくぇ, [けきぇく う うた ょっすう: 
┿かっおしぇくょさ, ╁ぇょうき, ╃ぇくううか, ╃ぇさぬは う [けきぇく. ¨くう ぉせょせす こさっょしすぇゃかはすぬ 
╀っさひいけゃしおうえ くぇ けぉかぇしすくけき そっしすうゃぇかっ けぉさぇいちけゃけ-こけおぇいぇすっかぬくにた しっきっえ.

ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÎÅ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ

‶けぉっょうすっかう – しっきぬは ┿そぇくぇしぬっゃにた ]っきぬは ╀けくょぇさっくおけ

]っきぬは ╀ぇおうくにた-╂ぇさてぇくうおけゃにた

┿╉『╇ぅ

ÏÎÌÎÆÅÌ ÏÎÃÎÐÅËÜÖÀÌ!
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╊╄〈¨ っとひ くっ ゃしすせこうかけ ゃ しゃけう こさぇゃぇ, ぇ ゃ ゅけさけょぇた う こけしひか-
おぇた せあっ こけかにたぇのす こけあぇさに. ‶けかすけさに くっょっかう くぇいぇょ ぉっい 

おさにてう くぇょ ゅけかけゃけえ けしすぇかぇしぬ しっきぬは, おけすけさぇは あうかぇ ゃ ╀っさひいけゃ-
しおけき, ょけき わ19 くぇ せかうちっ ╊っくうくぇ. ╃けき う くぇょゃけさくにっ こけしすさけえおう 
しゅけさっかう ょけすかぇ. ¨ゅけくぬ いぇ おぇおうっ-すけ きうくせすに こけゅせぉうか ゃしひ, つすけ くぇ-
あうゃぇかけしぬ ゅけょぇきう.

]っゅけょくは ╄おぇすっさうくぇ, っひ きせあ 
う すさけっ ょっすっえ (ゃしっ ょっゃけつおう) 
あうゃせす せ しけしっょっえ, こさうつひき けょくぇ 
うい ょっゃけつっお – けすょっかぬくけ けす さけ-
ょうすっかっえ, くぇ ょさせゅけえ せかうちっ, すぇお 
おぇお ゃしの しっきぬの こさうのすうすぬ くっ-
ゅょっ. ]すぇさてうき ょっすはき こけ 14 う 
13 かっす, ぇ きかぇょてっえ ゃしっゅけ かうてぬ 
ゅけょ. ]っきぬは ぉせょっす ぉかぇゅけょぇさくぇ 
かのぉけえ こけきけとう, けょくぇおけ くせあくっっ 
ゃしっゅけ けぉせゃぬ 37-38-ゅけ う 20-21 

さぇいきっさけゃ, けょっあょぇ 44-46 さぇい-
きっさけゃ, けょっあょぇ ょかは ゅけょけゃぇかけえ 
ょっゃけつおう, さけしす おけすけさけえ しけしすぇゃ-
かはっす 95 しぇくすうきっすさけゃ, ょっすしおうっ 
こぇきこっさしに (つっすゃひさすにえ くけきっさ), 
かけあおう, ゃうかおう, すぇさっかおう, おさせあ-
おう, ぉけかぬてぇは おぇしすさのかは. ╁に きけ-
あっすっ こけきけつぬ, こさうくっしは ゃっとう ゃ 
さっょぇおちうの ゅぇいっすに «╀っさひいけゃしおうえ 
さぇぉけつうえ», こさっょゃぇさうすっかぬくけ こけ-
いゃけくうゃ こけ すっかっそけくせ 4-88-13.

╉ぇお しけけぉとぇのす ゃ けすょっかっ 
くぇょいけさくけえ ょっはすっかぬくけしすう 
╀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, ゃ きぇっ こさけういけ-
てかけ すさう おさせこくにた こけあぇさぇ, 
ゃ かうおゃうょぇちうう おけすけさにた 
こさうくうきぇかう せつぇしすうっ こけ-
あぇさくにっ さぇしつっすに  うい ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅぇ, ╋けくっすくけゅけ, 
╊けしうくけゅけ, 〉╆‶]. ╉さけきっ 
ょゃせた ょけきけゃ くぇ せかうちっ ╊っ-
くうくぇ (わ19 う つぇしすうつくけ 
わ17) こけかくけしすぬの しゅけさっかう 
すさう つぇしすくにた ょけきぇ ゃ こけ-
しひかおっ ]ぇさぇこせかおっ う あうかけえ 
ょゃせたおゃぇさすうさくにえ ょけき ゃ 
こけしひかおっ ╋けくっすくけき.
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1738 ゅけょ – さけょうかしは ╅けいっそ 
╂うかぬけすっく, そさぇくちせいしおうえ ゃさぇつ, 
ぇゃすけさ うょっう ゅうかぬけすうくに. 

1756 ゅけょ – ういけぉさっすひく きぇえけくっい.
1830 ゅけょ – こさっいうょっくす ]【┿ 

ぁくょさの ╃あっおしけく こけょこうしぇか ぇおす, 
おけすけさにえ さぇいさってぇか ういゅくぇくうっ うく-
ょっえちっゃ し うた いっきっかぬ.

1858 ゅけょ – いぇおかのつひく させししおけ-
おうすぇえしおうえ ┿えゅせくしおうえ ょけゅけゃけさ, 
こけ おけすけさけきせ ┿きせさしおぇは けぉかぇしすぬ 
ゃけてかぇ ゃ しけしすぇゃ [けししうう, ぇ 〉ししせ-
さうえしおうえ おさぇえ こさういくぇく しけゃきっしす-
くけえ しけぉしすゃっくくけしすぬの.

1908 ゅけょ – さけょうかしは こうしぇすっかぬ 
ぅく 《かっきうくゅ, «けすっち» ぇゅっくすぇ 007.

1914 ゅけょ – せきっさ ういけぉさっすぇ-
すっかぬ-けさせあっえくうお ‶ぇせかぬ ╋ぇせいっさ.

1918 ゅけょ – ]けゃくぇさおけき ]]][ せす-
ゃっさょうか ょっおさっす け しけいょぇくうう こけゅさぇ-
くうつくけえ けたさぇくに ゅさぇくうちに []《][.

1961 ゅけょ – ゃ ╊けくょけくっ しけいょぇ-
くぇ こさぇゃけいぇとうすくぇは けさゅぇくういぇちうは 
«╋っあょせくぇさけょくぇは ぇきくうしすうは».

1987 ゅけょ – くぇ ╉さぇしくけえ こかけとぇ-
ょう ゃ ╋けしおゃっ こさういっきかうかしは しぇきけかひす 
ゅさぇあょぇくうくぇ 《[╂ ╋ぇすうぇしぇ [せしすぇ.
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′┿ ょくはた ゃ さっょぇおちうの こけいゃけくうかぇ くぇてぇ こけょこうしつうちぇ ╆けは ╀さに-
かうくぇ. ′ぇ そけすけゅさぇそうはた こけかせゃっおけゃけえ ょぇゃくけしすう し 12-え ねしすぇ-

そっすに くぇ こさうい «╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ» けくぇ せいくぇかぇ しっぉは.
– ]くぇつぇかぇ きくっ ょけつぬ こけいゃけくうかぇ, 

しおぇいぇかぇ, つすけ そけすけゅさぇそうは くぇてっえ 
おけきぇくょに ゃ ゅぇいっすっ っしすぬ, おけゅょぇ せゃう-
ょっかぇ – ょぇあっ こさけしかっいうかぇしぬ. ]こぇ-
しうぉけ ぇゃすけさせ, ╀けさうしせ ‶ぇゃかうくけゃせ, 
しこぇしうぉけ ゃぇき, つすけ くっ いぇぉにゃぇっすっ 
しゃけうた つうすぇすっかっえ. 

′ぇゃっさくはおぇ ねすけす さっこけさすぇあ うい 
こさけてかけゅけ けしすぇくっすしは ゃ しっきっえ-
くけき ぇさたうゃっ ╆けう ┿かっおしぇくょさけゃくに. 
╁にさっいおう うい ╀[ たさぇくはすしは せ きくけ-
ゅうた, ゃっょぬ いぇ しっきうょっしはすうかっすくのの 
うしすけさうの ゅぇいっすに くぇ っひ しすさぇくうちぇた 
せしこっかう «いぇしゃっすうすぬしは» すにしはつう ゅけ-
さけあぇく. ╁け ゃしっ ゃさっきっくぇ ゅぇいっすぇ 
こさけしかぇゃかはかぇ すぇかぇくすかうゃにた, ゃにょぇ-

のとうたしは いっきかはおけゃ: こっさっょけゃうおけゃ 
こさけういゃけょしすゃぇ う せょぇさくうおけゃ せつひぉに, 
すぇくちけさけゃ う しこけさすしきっくけゃ. ╇た そぇ-
きうかうう う そけすけゅさぇそうう しすぇくけゃはすしは 
つぇしすぬの かっすけこうしう ゅけさけょぇ. 

╁ «╀っさひいけゃしおけき さぇぉけつっき» きくけ-
ゅけ こけかっいくけえ うくそけさきぇちうう, おけすけ-
させの すぇおあっ ゃにさっいぇのす う たさぇくはす 
くぇてう つうすぇすっかう. 》けいはえおう しけしすぇゃ-
かはのす おせかうくぇさくせの おくうゅせ うい ゃに-
こせしおけゃ «╂けすけゃうき ゃきっしすっ», しぇょけ-
ゃけょに こかぇくうさせのす しゃけの けゅけさけょくせの 
あういくぬ こけ くぇてっきせ かせくくけきせ おぇかっく-
ょぇさの, こけおせこぇすっかう きぇゅぇいうくけゃ さっ-
ゅせかはさくけ こけかせつぇのす おけくしせかぬすぇちうう 
ゃ «╉かせぉっ こけすさっぉうすっかは». ╃けぉぇゃぬすっ 

お ねすけきせ のさうょうつっしおうっ しけゃっすに, さぇし-
こうしぇくうは くぇきぇいけゃ う ぉけゅけしかせあっくうえ 
う, おけくっつくけ, くけゃけっ さぇしこうしぇくうっ 
ぇゃすけぉせしけゃ, おけすけさけっ ゃにてかけ ゃ こさけ-
てかけき つっすゃっさゅけゃけき くけきっさっ ╀[, – う 
ゃに せゃうょうすっ, つすけ おぇあょにえ くぇて ゃに-
こせしお きけあくけ つうすぇすぬ し くけあくうちぇきう 
ゃ させおぇた. 

』すけぉに くっ こさけこせしすうすぬ こけかっいくせの 
うくそけさきぇちうの, ゃにこうしにゃぇえすっ «╀っ-
さひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» ゃ けすょっかっ さっ-
おかぇきに (╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9) こさはきけ 
しっえつぇし う こけかせつぇえすっ しおうょおせ. ╁ さっ-
ょぇおちうう かぬゅけすくぇは こけょこうしおぇ くぇ ゃすけ-
さけっ こけかせゅけょうっ しすけうす 250 させぉかっえ 
ぉっい ょけしすぇゃおう う 330 させぉかっえ 10 おけ-
こっっお し ょけしすぇゃおけえ. ╁ こけつすけゃにた けす-
ょっかっくうはた ゃに きけあっすっ ゃにこうしぇすぬ ╀[ 
いぇ 380 させぉかっえ 10 おけこっっお.

┿╉『╇ぅ «『╁╄〈〉】╇╈ ╂¨[¨╃»

┵┱┲┦┤ ┯┩┶┲, ┵┲┯┱┺┩, 
┮┤┴┱┤┦┤┯!

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

«╇ 〈┿′『〉ぃ〈 ぉぇぉけつおう-こけょさせあおう, さぇしちゃっすぇっす ゃしひ おさせ-
ゅけき!» ‶っしっくおぇ け かっすっ し おぇあょにき ょくひき いゃせつうす ゃしひ 

ゅさけきつっ. ′け かうてぬ くぇ ゅけかけし こさうさけょに ぉっさっいけゃつぇくっ くっ こさうゃにお-
かう さぇししつうすにゃぇすぬ: けくう しぇきう しけいょぇのす させおけすゃけさくせの おさぇしけすせ くぇ 
せかうちぇた う ゃけ ょゃけさぇた, こぇかうしぇょくうおぇた う こさうょけきけゃにた すっささうすけさう-
はた: ぇおちうは «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ» しすぇさすせっす ゃ こはすにえ さぇい.  ╉しすぇすう, 
くにくつっ ゃこっさゃにっ こさけてかぇ, こさうつひき, すゃけさつっしおう, そぇくすぇいうえくけ, う 
ぇおちうは  «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ いうきけえ». ╇ ねすけ っとひ けょうく ぉさっくょ ╀╂¨: 
すぇおうきう おぇきこぇくうはきう くっ きけあっす こけたゃぇしすぇすぬ くう けょうく ゅけさけょ ゃ くぇ-
てっき ぉけかぬてけき おさぇっ!  

╁ こさけてかけき ゅけょせ ゃ ちゃっすけつくけき ょゃうあっくうう せつぇしすゃけゃぇかう 350 おけくおせさしぇく-
すけゃ. ╁しっ けくう こけかせつうかう こけょぇさおう, こぇきはすくにっ しせゃっくうさに う こけょこうしおせ くぇ あせさ-
くぇか «╋けは こさっおさぇしくぇは ょぇつぇ». 124 つっかけゃっおぇ ぉにかう くぇゅさぇあょっくに ょっくっあくに-
きう こさういぇきう.

– ‶けしきけすさうすっ, ぇおちうは っとひ くっ しすぇさすけゃぇかぇ, ぇ くぇさけょ せあっ さぇしつうとぇっす 
こはすぇつおう いっきかう,  さぇしおぇこにゃぇっす おかせきぉに, いゃけくうす ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの, うく-
すっさっしせっすしは, おけゅょぇ ぉせょっす さぇししぇょぇ. ‶け ゃしっき こさういくぇおぇき, くにくつっ せつぇしす-
くうおけゃ ょゃうあっくうは しすぇくっす っとひ ぉけかぬてっ: あうすっかう いぇさはあぇのすしは ょさせゅ けす 
ょさせゅぇ, – せゃっさっくぇ せこさぇゃかはのとぇは ょっかぇきう ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ ]ゃっすかぇくぇ 
¨つおぇくけゃぇ. –  ‶け こさけゅくけいぇき, ゃけいさぇしすひす つうしかけ ぇおすうゃうしすけゃ きくけゅけねすぇあっお, 
くぇょっっきしは, つすけ くっ いぇぉせょせす いぇはゃうすぬしは あうすっかう つぇしすくけゅけ しっおすけさぇ: けくう 
し かのぉけゃぬの けぉうたぇあうゃぇのす しゃけの すっささうすけさうの, くけ かっくはすしは けそうちうぇかぬくけ 
しすぇすぬ せつぇしすくうおけき ぇおちうう. 

╁ ╃っくぬ ゅけさけょぇ しけすくう こけおかけくくうおけゃ «『ゃっすせとっゅけ ゅけさけょぇ» こけ すさぇょうちうう 
ゃにえょせす くぇ おぇさくぇゃぇか, くにくってくうえ こさけえょひす こけょ ょっゃういけき «╉ぇさくぇゃぇか くぇ-
さけょけゃ きうさぇ». 

– ╋っさけこさうはすうっ ねすけ けつっくぬ しっさぬひいくけっ, – こさけょけかあぇっす ]ゃっすかぇくぇ ╁かぇょう-
きうさけゃくぇ, – こけねすけきせ ゅけすけゃうすぬしは お くっきせ くぇょけ いぇゅけょは, ういせつぇは すさぇょうちうう 
さぇいくにた しすさぇく, ぇ くっ いぇ すさう ょくは ょけ こさぇいょくうおぇ. 

╁ くぇつぇかっ うのくは せつぇしすくうおう ぇおちうう こけかせつぇす ぉっしこかぇすくけ ちゃっすけつくせの さぇし-
しぇょせ. ╉けくっつくけ,  おさっぇすうゃくにっ かのょう し けつせきっかにきう させつおぇきう, おぇお ゃしっゅょぇ, 
ょけこけかくはす ぇししけさすうきっくす しゃけうきう さぇしすっくうはきう: きくけゅうっ くぇ こさういけゃにっ ょっくぬゅう 
こさうけぉさっすぇのす ょけこけかくうすっかぬくけ さぇししぇょせ. 

┿ こけおぇ こさけょけかあぇっすしは さっゅうしすさぇちうは せつぇしすくうおけゃ こけ ゅさせここぇき. ‶け 
おぇさくぇゃぇかせ きけあくけ こさけおけくしせかぬすうさけゃぇすぬしは せ ′. ╂ぇくあぇ こけ すっかっそけくせ 
43027, こさけきにてかっくくにっ こさっょこさうはすうは おせさうさせのす ¨. ╉うくひゃぇ, ╇. ╇ゅけ-
くうくぇ, うた すっかっそけくに 43555 う 43103. ‶さっょこさうはすうは こけすさっぉうすっかぬ-
しおけゅけ さにくおぇ こけょ «こぇすさけくぇあっき» ′. 〉こけさけゃけえ う 〈. ╉ぇいぇくちっゃけえ 
(43305). ¨さゅぇくに きっしすくけゅけ しぇきけせこさぇゃかっくうは う こけしひかおう きけゅせす こけ-
いゃけくうすぬ ¨. ╆ぇたぇさけゃけえ うかう ′. ]っさにた こけ すっかっそけくぇき 48684, 42521. 
╀のょあっすくうおぇき こさっょかぇゅぇっき しゃはいぇすぬしは こけ すっかっそけくせ 49500 し  ╇. 
〈うきうくけえ うかう ╊. ╊っせてうくけえ, おせさぇすけさに きくけゅけねすぇあっお  – ╄. ‶さけ-
いけさけゃぇ (43250), ぇ つぇしすくけゅけ しっおすけさぇ – ′. ╊ぇゃっかうくぇ う ′. ╉けしすうくぇ 
(43231, 44567).

╀╊┿╂¨╃┿[╇╋

«┦┲┨┲┮┤┱┤┯» 
┲┶┯┬┻┬┯┵╃
′っょぇゃくけ きっあょせ ょけきけき わ1 くぇ 

せかうちっ ╀させしくうちにくぇ う ょっすしおけ-のくけ-
てっしおけえ しこけさすうゃくけえ ておけかけえ こけょ 
いっきかひえ こさけさゃぇかけ すさせぉせ. ′ぇ ょけさけ-
ゅっ ぉにかう けゅさけきくにっ かせあう, ゅさはいぬ う 
しかはおけすぬ – こってったけょぇき くっ こさけえすう. 
┿ゃぇさうえくぇは ぉさうゅぇょぇ ╀╁╉》 «╁けょけ-
おぇくぇか» すさせょうかぇしぬ ゃっしぬ ょっくぬ う ゃしの 
くけつぬ, つすけぉに せしすさぇくうすぬ すっつぬ. ╀せかぬ-
ょけいっさうしす, こけおぇ ゃしひ くっ いぇおけこぇか, くっ 
せったぇか. ¨ぉにつくけ こけしかっ すぇおうた さぇしおけ-
こけお おけききせくぇかぬとうおう さっょおけ いぇ しけ-
ぉけえ ぉかぇゅけせしすさぇうゃぇのす すっささうすけさうの 
おぇお しかっょせっす. ′ぇ ねすけす さぇい けくう たけ-
さけてけ こけすさせょうかうしぬ. 〈させぉせ いぇさにかう, 
せつぇしすけお いぇしにこぇかう とっぉくっき う いぇぇし-
そぇかぬすうさけゃぇかう. ]っえつぇし ゃしひ おさぇしう-
ゃけ, こさうぉさぇくけ, ぇゃぇさうう しかけゃくけ う くっ 
ぉにゃぇかけ. ╁しっゅょぇ ぉに すぇお!  

ぁかぬゃうさぇ 〈けこけさおけゃぇ 
う ╋ぇさゅぇさうすぇ 【うさはっゃぇ

┿《╇【┿
1 ╇ぃ′ぅ – 

╃╄′を ╆┿】╇〈｠ ╃╄〈╄╈ 
11:00 ╃っすしおぇは うゅさけゃぇは こさけ-

ゅさぇききぇ «╋に – ょっすう こかぇくっすに 
╆っきかは». ‶かけとぇょぬ ╃╉ «]けゃさっ-
きっくくうお». 

12:00 ╃っすしおぇは うゅさけゃぇは こさけ-
ゅさぇききぇ «╆ょさぇゃしすゃせえ, かっすけ!» 
‶かけとぇょぬ 〈[╆ こ. ╋けくっすくけゅけ.

16:00 ╉けくちっさすくけ-さぇいゃかっおぇ-
すっかぬくぇは こさけゅさぇききぇ ょかは ょっすっえ 
うい うくすっさくぇすぇ う ょっすしおけゅけ ょけきぇ. 
╃【╇ こ. ╋けくっすくけゅけ. 

17:00 ╃っすしおぇは うゅさけゃぇは こさけ-
ゅさぇききぇ «╉けしきうつっしおうえ こけかひす 
«╀っかおぇ う ]すさっかおぇ»: こけったぇかう!» 
‶ぇさお ‶けぉっょに. 

17:00 ╇ゅさけゃぇは こさけゅさぇききぇ し 
ょっすぬきう «〉さぇ! ╉ぇくうおせかに!» ‶かけ-
とぇょぬ おかせぉぇ こ. ╊けしうくけゅけ. 

 ]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

《¨〈¨《┿╉〈
‶ さ け ょ け か あ ぇ っ す 

すかっすぬ きせしけさ ゃ こさけ-
ゃぇかっ させょくうつくにた 
ゃにさぇぉけすけお いぇ ゅぇさぇ-
あぇきう ゃ さぇえけくっ せかう-
ちに ‶さけかっすぇさしおけえ. 

‶け ょぇくくにき ぇょきう-
くうしすさぇちうう けおさせゅぇ, 
けすゃっすしすゃっくくけしすぬ 
いぇ こけょょっさあぇくうっ 
こけさはょおぇ う かうおゃう-
ょぇちうの くけゃにた ゃけい-
ゅけさぇくうえ しっゅけょくは 
かっあうす くぇ ¨¨¨ «╀っ-
さひいけゃしおけっ させょけせ-
こさぇゃかっくうっ», しうかぇきう 
おけすけさけゅけ しのょぇ せあっ 
ゃにゃっいっくけ くっしおけかぬ-
おけ ゅさせいけゃにた きぇてうく 
くっゅけさのつっゅけ きぇすっさう-
ぇかぇ う けさゅぇくういけゃぇくぇ 
けたさぇくぇ. ̈ ょくぇおけ こけか-
くけしすぬの しこさぇゃうすぬしは 
し こけょいっきくにき けゅくひき 
くっ せょぇひすしは.

╆′┿╈ ′┿【╇》

〈╄╊╄╆╁┱╆╃¨』╉┿ 〉[┿╊┿
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 

ぃ′┿ぅ ぉっさっいけゃつぇくおぇ ╁うおすけさうは 【っゃつっくおけ こさけょけかあぇっす おけか-
かっおちうけくうさけゃぇすぬ おけさけくに う かっくすに おけくおせさしけゃ おさぇしけすに. 

〈うすせか ゃすけさけえ ゃうちっ-きうしし う しすうかぬくにえ くっすぉせお ╁うおぇ いぇゃけっゃぇかぇ くぇ ゅせ-
ぉっさくぇすけさしおけき おけくおせさしっ おさぇしけすに «╋ぇかっくぬおぇは すっかっ-きうしし», こさけてっょてっき 
ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. ╃っゃけつおぇ こさけてかぇ しっさぬひいくにえ けすぉけさ: くぇ いぇけつくにえ おぇ-
しすうくゅ ぉにかけ こさうしかぇくけ ぉけかっっ すさひたしけす そけすけゅさぇそうえ. ╁ しかっょせのとうえ すせさ 
こさけてかう すけかぬおけ こはすぬょっしはす ょっゃけつっお, うい くうた あのさう  ゃにぉさぇかけ 16 そうくぇかう-
しすけお, ゃ つうしかけ おけすけさにた こけこぇかぇ くぇてぇ 
いっきかはつおぇ. ╁うおぇ こけぉにゃぇかぇ ゃ さけかう 
ゃっょせとっえ こさけゅくけいぇ こけゅけょに, いぇしゃっ-
すうかぇしぬ ゃ せすさっくくっき てけせ «》けさけてっっ 
くぇしすさけっくうっ», こぇさぇかかっかぬくけ ょっゃけつおぇ 
ゅけすけゃうかぇしぬ お ょさせゅけきせ おけくおせさしせ – 
«╋ぇかっくぬおぇは おさぇしぇゃうちぇ 〉さぇかぇ». 

– 〈ったくうつっしおせの しすけさけくせ こけょ-
ゅけすけゃおう ゃいはか くぇ しっぉは しこっちうぇかうしす 
¨すょっかぇ こけ ょっかぇき きけかけょひあう ┿かっお-
しぇくょさ ╃っさゅぇつひゃ. ‶さうはすくけ, つすけ 
つせゃしすゃせっき すぇおせの こけょょっさあおせ いっき-
かはおけゃ, – ゅけゃけさうす きぇきぇ ╁うおすけさうう 
ぁかぬいぇ 【っゃつっくおけ. 

╁うおぇ ゃけてかぇ ゃ すさけえおせ こけぉっょうすっ-
かっえ, っえ ょけしすぇかしは ゅかぇゃくにえ こさうい – 
45000 させぉかっえ ょかは こけっいょおう ゃ ╋けしおゃせ 
くぇ おけくおせさし «╋ぇかっくぬおぇは おさぇしぇゃうちぇ 
[けししうう».

╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ぁ╉╆┿╋╄′ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ぇゃすけさぇ
╁ こさけゅさぇききっ けすつひすくけゅけ おけくちっさすぇ きせいにおぇかぬくけゅけ けすょっかっくうは ておけかに うし-

おせししすゃ わ2 «╁っしひかにえ おさっしすぬはくうく» 【せきぇくぇ う «‶けかけくっい» 【けこっくぇ しけ-
しっょしすゃけゃぇかう し しけゃさっきっくくにきう さけきぇくしぇきう う ねしすさぇょくにきう こっしくはきう. 〈ぇおけえ 
さぇいくけこかぇくけゃにえ さっこっさすせぇさ せょけゃかっすゃけさうか ゃおせしに ゃしった いさうすっかっえ, おけすけさにた 
ゃ いぇかっ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» しけぉさぇかけしぬ くっきぇかけ. 

′にくつっ うい ておけかに うしおせししすゃ わ2 ゃにこせしおぇのすしは 44 つっかけゃっおぇ, うい くうた きせ-
いにおぇかぬくけっ けすょっかっくうっ けおぇくつうゃぇのす ゃけしっきぬ. 〉たけょはとうえ せつっぉくにえ ゅけょ ぉにか 
せさけあぇえくにき くぇ くぇゅさぇょに: すゃけさつっしおうっ おけかかっおすうゃに «ぃくけしすぬ», «╉ぇおぇょせ», 
しすせょうは しこけさすうゃくけゅけ ぉぇかぬくけゅけ すぇくちぇ «╅っきつせあうくぇ» う きくけゅうっ ょさせゅうっ しすぇ-
くけゃうかうしぬ かぇせさっぇすぇきう きっあょせくぇさけょくにた う さっゅうけくぇかぬくにた おけくおせさしけゃ. 

╁けしこうすぇくくうおう 〈ぇすぬはくに ╄さひきうくけえ ゃにしすせこうかう くぇ おけくちっさすっ し ぉぇかぬくにき 
すぇくちっき こけょ きっかけょうの うい こけこせかはさくけゅけ おうくけそうかぬきぇ «]せきっさおう». ╄とひ けょくぇ 
うくすっさっしくぇは くぇたけょおぇ – しっきっえくにえ ょせねす こうぇくうしすけお ╄かっくに ┿くぇすけかぬっゃくに う 
ょけつっさう ╁うおう ‶うつせゅうくにた, うしこけかくうゃてうた «╋けさけあっくけっ» ╂さぇょっしおう. 

╉けくちっさす せおさぇしうかう いゃけくおけゅけかけしにっ ょっすおう うい ぇくしぇきぉかは «[けしうくおぇ», かう-
さうつっしおうえ さけきぇくし ゃ うしこけかくっくうう ゃけおぇかうしすけゃ しすせょうう «╉ぇおぇょせ», ぇ すぇおあっ 
きぇしすっさ-おかぇしし けす  こさっこけょぇゃぇすっかっえ う ぇくしぇきぉかは «[せしうつう». 

‶[¨╁┿╊
 ╀〉╃╄〈 ╂¨[╄〈を 

╄】┱ ╃¨╊╂¨
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¨すゃっすに くぇ しおぇくゃけさょ ゃ しかっょせのとっき くけきっさっ

╉¨′『╄[〈

ÇÀ×ÅÌ ÒÀÍÖÓÞÒ 
ËÞÄÈ?

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

«』╄╊¨╁╄╉ ぉっい しのさこさういぇ ゃくせすさう, ゃ しゃけひき はとうおっ, くっ-
うくすっさっしっく». ╀せかゅぇおけゃしおぇは きにしかぬ ゃしこかにかぇ ゃ こぇきはすう 

せあっ こけしかっ こっさゃけゅけ くけきっさぇ おけくちっさすぇ ょっすしおけゅけ けぉさぇいちけゃけゅけ 
おけかかっおすうゃぇ しけゃさっきっくくけゅけ すぇくちぇ «┿ししけかぬ»: うしこけかくうすっかう すぇ-
かぇくすかうゃに, こっさしこっおすうゃくに, ゃにておけかっくに – ゃ たけさけてっき しきにしかっ 
ねすけゅけ しかけゃぇ. ╇ すゃけさつっしおうえ けすつひす ゃけしこうすぇくくうおけゃ ╃【╇ わ1, 
しけぉさぇゃてうえ ゃ きうくせゃてっっ ゃけしおさっしっくぬっ こけかくにえ いぇか ておけかに うし-
おせししすゃ, ゃにゅかはょっか くっ おぇお ちったけゃけっ きっさけこさうはすうっ, ぇ こけかくけきぇし-
てすぇぉくけっ ゅけさけょしおけっ おせかぬすせさくけっ しけぉにすうっ.

╁に きけあっすっ けぉなはしくうすぬ, おぇお ょに-
てうすっ, こけょ しうかせ うしすけかおけゃぇすぬ こけかひす 
しけぉしすゃっくくにた きにしかっえ? ぅ くっ ゃけいぬ-
きせしぬ, くけ ょっゃつけくおう けす ゃけしぬきう ょけ 19 
かっす ねすけ ょっかぇのす かっゅおけ, うしこけかぬいせは 
くっうしつっさこぇっきにっ ゃけいきけあくけしすう たけさっ-
けゅさぇそうつっしおけえ こかぇしすうおう. ╉ぇあっすしは, 
うた こっょぇゅけゅ う こけしすぇくけゃとうお すぇくちっゃ 
〈ぇすぬはくぇ ╀せかぇすけゃぇ こさうょせきにゃぇっす 
ょゃうあっくうは くぇ おぇあょにえ ういゅうぉ きせいに-
おう, ぇ すけ う くぇ おぇあょせの くけすせ, こけねすけきせ 
こけさけえ くっ せしこっゃぇってぬ せしかっょうすぬ いぇ 
こぇさすうすせさけえ くけきっさぇ. ╁けす う ょうさっお-
すけさ ╃【╇ ╊のょきうかぇ ぅさにくうつ, おけゅ-
ょぇ «いぇおさにかしは いぇくぇゃっし» う ぇさすうしすに 
ゃにてかう くぇ こけおかけく, けすきっすうかぇ, つすけ 
«┿ししけかぬ» けすかうつぇっすしは けす けしすぇかぬくにた 
おけかかっおすうゃけゃ ゃにしけおうき すっきこけき うし-
こけかくっくうは う しかけあくにきう ょゃうあっくうはきう 
くぇ ゅさぇくう すさのおけゃ.  

╉けくちっさす, おけすけさにえ こさっゃさぇすうかしは 
ゃ つぇしけゃけえ しこっおすぇおかぬ, くぇいにゃぇかしは 
«╆ぇつっき すぇくちせのす かのょう?» ぃくにっ 
こけおかけくくうちに 〈っさこしうたけさに ょけかあくに 
ぉにかう ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ しぇきう けす-
ゃっすうすぬ くぇ ねすけす ゃけこさけし ゃいゅかはょけき, 
こけゃけさけすけき ゅけかけゃに, しかけあくにきう こぇ. 
╃かは ねすけゅけ こけすさっぉけゃぇかけしぬ さぇしおさにすぬ 
う けぉさぇいに  こさうさけょに, くぇ おけすけさけえ 
さぇいゃひさすにゃぇっすしは しのあっす すぇくちっゃ 
«′ぇ こかっくねさっ», «╁ぇかぬし ぉぇぉけつっお», 
«【せすおぇ. ╇ゅさぇっき ゃ ゅせしっくうちせ», う 
しうきゃけかに きっつせとっえしは のくけしすう し っひ 
すっさいぇくうはきう う いぇけぉかぇつくにきう そぇくすぇ-
いうはきう («╁けかてっぉくにっ しくに, ゅけかせぉにっ 
きっつすに», «╆ぇすきっくうっ»),  こさけょっきけく-
しすさうさけゃぇすぬ ゃっさくせの こけしすせこぬ う くっ-
ゃっしけきにえ こけかひす. 

]けしすけはくうは すさぇくしそけさきうさけゃぇかうしぬ 
しすさっきうすっかぬくけ: かひゅおぇは ゃっくしおぇは  
こけかぬおぇ きっくはっす ぉってっくにえ ょあぇい-
すさぇくいうす, つひすおうえ きぇさて おけきこぬの-
すっさくにた さけぉけすけゃ – さけきぇくすうつくにえ 
さけお-く-さけかか. ′っあくぇは おぇくすうかっくぇ 
こかぇしすうおう う おけくちっくすさぇちうは ねくっさ-
ゅうう, こっさっおさひしすけお かうさうおう う しすさぇ-
しすう, ゅぇさきけくうは し こさうさけょけえ う かのょ-
しおぇは ぉっしてぇぉぇてくけしすぬ. ′けきっさぇ – くっ 
こさけしすけ けさゅぇくうつっしおうっ しけっょうくっくうは 
ょゃうあっくうえ, ぇ ねししっ, しけおさけゃっくくにえ, 
こけさけえ ょぇあっ くぇょさにゃくにえ, ょうぇかけゅ 
うししすさぇょぇゃてうたしは ょせて. ╋にしかぬ っかっ 
こけしこっゃぇっす いぇ きけくけかけゅけき すっかぇ. ′っ 
ゅけゃけさの せあっ け おけしすのきぇた: うい くうた 
きけあくけ せしすさけうすぬ けすょっかぬくにえ こけょう-
せきくにえ こけおぇい: いょっしぬ う しすうかういけゃぇく-
くにっ そけかぬおかけさくにっ こかぇすぬは «╁っしっ-
かせた», う けつぇさけゃぇすっかぬくけ-ゃけいょせてくにっ 
くぇさはょに ぉぇぉけつっお, しすうかぬくにっ おけしすの-
きに おけおっすけお, しすさけゅうえ そさぇお  きぇねしすさけ 
くぇ さっこっすうちうう けさおっしすさぇ, ょあうくしに し 
おさけししけゃおぇきう, くぇさけつうすぇは くっしけつっ-

すぇっきけしすぬ しすうかっえ ゃ しけゃさっきっくくけえ 
すっきぇすうおっ.  

┿くしぇきぉかぬ うい ょゃせた ゃけいさぇしすくにた 
ゅさせここ ゃにしすせこうか くぇ けすつひすっ し 16 くけ-
きっさぇきう, ゃしっゅけ あっ ゃ  ぇさしっくぇかっ うた 
20. ╉しすぇすう, ゃ おけくちっ ぇこさっかは きかぇょぇは 
ゅさせここぇ くぇ きっあょせくぇさけょくけき おけくおせさ-
しっ «╃ぇくし-ねおしおかのいうゃ» しすぇかぇ かぇせさっ-
ぇすけき こっさゃけえ しすっこっくう ゃ くけきうくぇちうう 
«]けゃさっきっくくぇは たけさっけゅさぇそうは». ┿ 
こっさゃけゅけ きぇは くぇ けぉかぇしすくけき おけくおせさ-
しっ しけゃさっきっくくけゅけ すぇくちっゃぇかぬくけゅけ うし-
おせししすゃぇ しすぇさてうっ こけかせつうかう ょうこかけき 
かぇせさっぇすけゃ こっさゃけえ しすっこっくう, きかぇょ-
てうっ – ゃすけさけえ. 

′ぇ おけくちっさすっ  «┿ししけかぬ» すぇくちっ-
ゃぇかぇ し すぇおけえ しぇきけけすょぇつっえ う ゃょけた-
くけゃっくうっき, しかけゃくけ ゃ ねすけす ゃっつっさ  
さってぇかぇしぬ っひ しせょぬぉぇ. ╁こさけつっき, すぇお 
けくけ けすつぇしすう う ぉにかけ: ょっゃはすぬ ょっゃせ-
てっお – すっ, おすけ 13 かっす くぇいぇょ こさうてかう 
ゃ おかぇしし 〈ぇすぬはくに ╁うおすけさけゃくに ╀せ-
かぇすけゃけえ う ゃきっしすっ し こっょぇゅけゅけき しけい-
ょぇかう こっさゃにえ ゃ ゅけさけょっ けぉさぇいちけゃにえ 
おけかかっおすうゃ, いぇゃけひゃにゃぇかう こけぉっょに ゃ 
おけくおせさしぇた ゃ ぉかうあくっき う ょぇかぬくっき 
いぇさせぉっあぬっ, いゃっいょうかう ゃ すっかっこさけ-
っおすぇた, ょぇゃぇかう きぇしすっさ-おかぇししに ょかは 
こっょぇゅけゅけゃ けぉかぇしすう, せあっ こさけとぇのすしは 
しけ ておけかけえ. ╁にこせしおくうおぇき ゃさせつうかう 
ぇすすっしすぇすに さぇくくっゅけ こさけそっししうけくぇかぬ-
くけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは, こぇきはすくにっ きっょぇ-
かう. [けょうすっかう, こけおかけくくうおう けしにこぇかう 
うた ちゃっすぇきう.

– ╀っいせきくけ こっつぇかぬくにえ ょっくぬ, – くっ 
しおさにゃぇは しかひい, ょぇひす くぇき うくすっさゃぬの 
‶けかうくぇ 〈おぇつっくおけ. – ╉ぇあっすしは, すけかぬ-
おけ ゃつっさぇ は ぉにかぇ きぇかっくぬおけえ ょっゃけつ-
おけえ, さぇいせつうゃぇのとっえ こっさゃにっ こぇ せ 
しすぇくおぇ. ╇ ゃけす せあっ こさけとぇくうっ? ╇ ゃしひ 
あっ, ょせきぇの, ねすけ くっ すけつおぇ, ぇ きくけゅけ-
すけつうっ. 

╆さうすっかう けしすぇかうしぬ ゃ ゃけしすけさゅっ けす 
せゃうょっくくけゅけ. 

– ′っおけすけさにっ くけきっさぇ けつっくぬ うき-
こせかぬしうゃくに, ぉぬのす こけ くっさゃぇき, – ょっ-
かうすしは [ぇょうお ╉ぇくいぇそぇさけゃ, せつぇとうえ-
しは ゅうきくぇいうう わ5. – ╀かぇゅけょぇさは すけきせ, 
つすけ けょうく すぇくっち くっ こけたけあ くぇ ょさせ-
ゅけえ, うくすさうゅぇ ょっえしすゃうは しけたさぇくはっすしは 
ょけ しぇきけゅけ おけくちぇ. 

〈ぇお いぇつっき すぇくちせのす かのょう? 』すけぉ 
けすけえすう けす こけゃしっょくっゃくにた こさけぉかっき 
う さぇしおさぇしうすぬ ょっえしすゃうすっかぬくけしすぬ 
はさおうきう おさぇしおぇきう, こけいくぇすぬ しっぉは う 
こさけあうすぬ ゃ けょくけえ おけきこけいうちうう きぇ-
かっくぬおせの あういくぬ, こけかせつうすぬ ゅかけすけお 
くけゃういくに う しすぇすぬ しつぇしすかうゃっっ. 〉 
おぇあょけゅけ – しゃけえ けすゃっす, けすさぇあぇのとうえ 
すゃけひ «ぅ». ╇ ねすけ こさぇゃうかぬくけ: つっかけ-
ゃっお ぉっい しのさこさういぇ ゃくせすさう くっうくすっ-
さっしっく. 
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╁ ╉¨′『╄ ぇこさっかは ょっすしおけ-のくけてっしおうえ すせさうしすうつっしおうえ おかせぉ 
«╉ぇきっくくにえ こけはし» ておけかに わ2 けさゅぇくういけゃぇか かにあっ-ゃけょくにえ 

こけたけょ ゃすけさけえ おぇすっゅけさうう しかけあくけしすう.
╋ぇさてさせす こけたけょぇ くぇつうくぇかしは ゃ 

ょっさっゃくっ ╉うさはぉうくおぇ 〉つぇかうくしおけゅけ 
さぇえけくぇ ╀ぇておけさすけしすぇくぇ, ぇ いぇおぇくつう-
ゃぇかしは 60-おうかけきっすさけゃにき しこかぇゃけき 
ゃ ゃっさたくっき すっつっくうう さっおう ぃさのいぇくぬ 
』っかはぉうくしおけえ けぉかぇしすう. ╁ ねすけき うくすっ-
さっしくっえてっき きっさけこさうはすうう ゃきっしすっ しけ 
きくけえ こさうくうきぇかう せつぇしすうっ ┿かっおしぇくょさ 
]すっこぇさせお, ‶ぇゃっか ╉ぇかはゅうく う  ┿くょさっえ 
╉ぇかうしすさぇすけゃ. 

‶さけえょは ゃっつっさけき ょゃぇ おうかけきっすさぇ, 
きに ゃしすぇかう くぇ くけつかっゅ. 》けさけてけ いくぇ-
のとうっ けしけぉっくくけしすう こさうさけょに しゃけっゅけ 
さぇえけくぇ きっしすくにっ かっしくうおう せょうゃかは-
かうしぬ くぇてうき かにあぇき, くけ こけ きっさっ 
こけょなひきぇ ゃゃっさた けくう ぉにかう くっけぉたけ-
ょうきに: しくっゅぇ しすぇくけゃうかけしぬ ゃしひ ぉけかぬ-
てっ う ぉけかぬてっ. ╄ゅっさは こっさっょ くぇつぇかけき 
こけたけょぇ こさっょせこさっょうかう くぇし け すけかぬおけ 
つすけ ゃにてっょてうた こけしかっ いうきくっえ しこはつおう 
ゅけかけょくにた きっょゃっょはた. ╇た しかっょに きに 
せゃうょっかう くぇ たさっぉすっ ┿ゃぇかはお, すぇき あっ 
ぉにかう けすこっつぇすおう おけこにす かけしっえ. 

╉ うしすけおぇき さっつおう 〈にゅにく  こけょけてかう 
ゃ くぇょっあょっ, つすけ けくぇ っとひ くっ ゃしおさに-
かぇしぬ, くけ, お くぇてっきせ けゅけさつっくうの, ゃきっ-
しすけ すゃひさょけゅけ かぬょぇ くぇ さっつおっ かっあぇかぇ 

こけかせさぇしすぇはゃてぇは しくっあくけ-かっょけゃぇは 
おぇてぇ.  ‶さうてかけしぬ ょっかぇすぬ てっしすうおう-
かけきっすさけゃにえ おさのお. ╉ おけくちせ ょくは きに 
ゃにてかう ゃ しっょかけゃうくせ きっあょせ ╀けかぬてうき 
う ╋ぇかにき ╇さっきっかっき くぇ ゃにしけすせ 1250 
きっすさけゃ, ゅょっ う さぇいぉうかう かぇゅっさぬ ゃぉかう-
いう ゅさぇくうちに かっしぇ. 

〉すさけき, いぇそうおしうさけゃぇゃ きぇおしうきぇかぬ-
くけ くういおせの すっきこっさぇすせさせ ゃけいょせたぇ いぇ 
こっさうけょ こけたけょぇ ゃ きうくせし 8º], ぉっい さのお-
いぇおけゃ けすこさぇゃうかうしぬ くぇ ゃっさてうくせ ╋ぇ-
かけゅけ ╇さっきっかは, ゃにしけすぇ おけすけさけゅけ 1449 
きっすさけゃ. 『っかう ょけしすうゅかう つっさっい つぇし し 
くっぉけかぬてうき.  ╁しっ ぉにかう ゃ ゃけしすけさゅっ けす 
けすおさにゃてっえしは こぇくけさぇきに. 〉あっ こけしかっ 
けぉっょぇ こさうしすせこうかう お こけおけさっくうの ゃっさ-
てうくに ╀けかぬてけゅけ ╇さっきっかは ゃにしけすけえ 
1582 きっすさぇ. ╆ょっしぬ こけょなひき おさせつっ う 
ゃしすさっつぇのすしは いぇすはあくにっ せつぇしすおう そうさ-
くぇ. ‶けょくうきぇかうしぬ こっておけき, くぇぉかのょぇは 
しくっあくにえ てかっえそ し ゃけしすけつくけえ しすけさけ-
くに ╇さっきっかは – いくぇつうす くぇ ゃっさてうくっ 
ぉにか せさぇゅぇくくにえ ゃっすっさ.  

′ぇ しかっょせのとうえ ょっくぬ こさけてかう ょゃぇ 
こっさっゃぇかぇ: いぇこぇょくにえ けすさけゅ ╀けかぬ-
てけゅけ ╇さっきっかは う たさっぉっす ╀ぇおすに. ‶さう 
こさけたけあょっくうう ねすけゅけ せつぇしすおぇ こさっ-

けょけかっかう おぇきっくくにっ さけししにこう, かひょ う 
くういおせの けぉかぇつくけしすぬ, ぉけかけすけ,  おせしすに 
う ぉせさっかけき. ‶さうたけょうかけしぬ しくうきぇすぬ 
かにあう, つすけぉに うた くっ しかけきぇすぬ.

′ぇおけくっち くぇし ゃしすさっすうかぇ ょけかゅけ-
あょぇくくぇは さっおぇ ぃさのいぇくぬ, てせき けす おけ-
すけさけえ しかにてっく いぇ おうかけきっすさ. ╀にしすさけ 
ょけしすぇかう うい さのおいぇおけゃ ぉぇかかけくに つっすに-
さひたきっしすくけゅけ おぇすぇきぇさぇくぇ う しょっかぇかう 
さぇきせ. ¨すこかにすうっ ぉにかけ ゃけかくせのとうき: 
きけとくけっ すっつっくうっ きゅくけゃっくくけ こけょたゃぇ-
すうかけ おぇすぇきぇさぇく う こけくっしかけ… ‶っさゃにえ 
しかうゃ, ゃすけさけえ, すさっすうえ, こけすけき せょぇさ けぉ 
おぇきっくぬ, さぇいゃけさけす しせょくぇ. ]こせしすは 15 
きうくせす しこかぇゃぇ しすさぇた せしすせこうか きっしすけ 
しこけさすうゃくけきせ ぇいぇさすせ. ╉ぇさすうくぇ ぉにかぇ 
くっいぇぉにゃぇっきけえ: こせさゅぇ, ゃっすっさ, ぇ くぇて 
おぇすぇきぇさぇく かっすうす こけ ぉにしすさけきせ すっつっ-
くうの ぃさのいぇくう. ╁いさけしかにっ こぇさくう けす 
ゃけしすけさゅぇ おさうつぇかう, おすけ-すけ こっか.

′ぇ ぉっさっゅぇた ゃうょくっかうしぬ ゃにぉさけてっく-
くにっ ゃけ ゃさっきは すけかぬおけ つすけ こさけてっょてっ-
ゅけ かっょけたけょぇ ゅかにぉに かぬょぇ. ╉ぇお けょくけ 
きゅくけゃっくうっ こさけかっすっかう 30 おうかけきっ-
すさけゃ, う こけしかっ けつっさっょくけゅけ こけさけゅぇ きに 
ゃしすぇかう くぇ くけつひゃおせ. ╁しっ, おすけ しうょっか 
ゃこっさっょう, ぉにかう くぇこけかけゃうくせ きけおさに-
きう – ぉさにいゅう ょけしすぇゃぇかうしぬ うきっくくけ 
うき, こけねすけきせ こっつおぇ いょっしぬ ぉにかぇ おぇお 
くっかぬいは おしすぇすう. 

′け せあっ くぇ こけしかっょくっえ くけつひゃおっ すぇお 
せしすぇかう, つすけ しすぇゃうすぬ こっつおせ う こうかうすぬ 
ょさけゃぇ くっ ぉにかけ しうか. ╆ぇすおくせかう おせしおけき 
すおぇくう けすゃっさしすうっ ょかは こっつくけえ すさせぉに 
ゃ こぇかぇすおっ, いぇゃっさくせかうしぬ ゃ しこぇかぬくうおう 
う いぇしくせかう. ′ぇ せすさけ けしすぇかうしぬ すけかぬおけ 
さうし う しけかぬ, ゃしっ けしすぇかぬくにっ こさけょせおすに 
いぇおけくつうかうしぬ.  ╋に ゃにてかう ゃ ょっさっゃくの 
╋っしっょぇ, けすおせょぇ せったぇかう くぇ きぇてうくっ 
ょけ ゅけさけょぇ ]ぇすおぇ, いぇすっき  くぇ ぇゃすけぉせしっ 
ょけ 』っかはぉうくしおぇ う, くぇおけくっち, ゃ ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅ. 

‶けたけょ きけあくけ しつうすぇすぬ せょぇゃてうきしは, 
たけすは くっきくけゅけ あぇかぬ, つすけ くっ せゃうょっかう 
くう ゃっすさっくうち, くう こけょしくっあくうおけゃ, くう 
きっょせくうちに – けくう っとひ くっ さぇしこせしすうかうしぬ.
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7.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

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

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╉〉》′ぅ»

10.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

11.00	》/《	«′¨』′¨╄	‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»

12.50	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

13.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

14.00	╀¨╄╁╇╉	«〈¨╊を╉¨	╁‶╄[┱╃»

17.00	〈/]	«‶┿′	╇╊╇	‶[¨‶┿╊»

18.00,	03.10	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.30	«¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ.	╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

20.00	〈/]	«〈┿╉┿ぅ	¨╀｠』′┿ぅ	╅╇╆′を»

22.00	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╆┿	╁╇〈[╇′¨╈	〉′╇╁╄[╋┿╂┿»

01.20	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.10	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	¨╀╄╃	╆┿	30	╋╇′〉〈

12.00	«╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿»

13.00	》/《	«‶┿╊┿』»

16.10	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

17.00	〈/]	«‶┿′	╇╊╇	‶[¨‶┿╊»

18.00,	04.30	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈┿╉┿ぅ	¨╀｠』′┿ぅ	╅╇╆′を»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′┿ぅ	╇]〈¨[╇ぅ»

01.15	》/《	«¨《╇『╄[	]‶╄『′┿╆┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«【╉¨╊┿	‶¨-]¨╁╄〈]╉╇»

8.00	》/《	«¨╂¨′を,	╁¨╃┿	╇	╋╄╃′｠╄	〈[〉╀｠»

9.30	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

10.00	〈/]	«┿〈〈╄]〈┿〈	╆[╄╊¨]〈╇»

12.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

15.00	》/《	«ぅ	╁┿╋	╀¨╊を【╄	′╄	╁╄[ぃ»

16.50	╁╉〉]｠	╋╇[┿

17.00	〈/]	«‶┿′	╇╊╇	‶[¨‶┿╊»

18.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈┿╉┿ぅ	¨╀｠』′┿ぅ	╅╇╆′を»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«┿╊┱′╉┿»

01.15	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.05	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

04.10	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

05.45	╋〉╆.	‶[¨╂[┿╋╋┿

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

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

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	«╃╅╄╈╋╇.	╁	‶¨╇]╉┿》	╁╉〉]┿»

12.00	》/《	«╅╄]〈¨╉╇╈	[¨╋┿′]»

14.45,	03.50	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

15.45	«╁╉〉]｠	╋╇[┿»

17.00	〈/]	«‶┿′	╇╊╇	‶[¨‶┿╊»

18.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈┿╉┿ぅ	¨╀｠』′┿ぅ	╅╇╆′を»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«┿╊｠╈	╉┿╋╄′を»

01.00	》/《	«╁¨‶[╄╉╇	╁]╄╋〉»

04.50	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00	╋〉╆.	‶[¨╂[┿╋╋┿

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«╃╄╊¨	┿]〈┿》¨╁┿»

7.40	‶]╇》¨╊¨╂╇』╄]╉┿ぅ	╃[┿╋┿	«‶[╄╃┿〈╄╊を′╇『┿»

9.20	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

10.00	》/《	«]╊┿╀¨]〈╇	]╇╊を′¨╈	╅╄′】╇′｠»

18.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	》/《	«‶¨╊′¨╄	╃｠》┿′╇╄»

22.10	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╆┿╉¨′｠	‶[╇╁╊╄╉┿〈╄╊を′¨]〈╇»

01.15	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.00	╃/《	«╀╊╇╆′╄『｠.	¨╃′┿	]〉╃を╀┿	′┿	╃╁¨╇》»

04.05	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00	╋〉╆.	‶[¨╂[┿╋╋┿

6.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.30	╃/《	«¨]〈¨[¨╅′¨,	╀┿╀〉【╉┿!»

9.10	]╉┿╆╉┿	«╁¨╊【╄╀′┿ぅ	╊┿╋‶┿	┿╊┿╃╃╇′┿»

10.40	》/《	«╂¨[╃¨]〈を	╇	‶[╄╃[┿]]〉╃╉╇»

14.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

15.00	«╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿»

15.50	》/《	«‶¨╊′¨╄	╃｠》┿′╇╄»

18.00	«╉〉》′ぅ»

18.30	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

19.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╆′┿╉¨╋]〈╁¨	]	[¨╃╇〈╄╊ぅ╋╇»

21.30	》/《	«〈ぃ╃¨[｠»

23.30	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

00.00	》/《	«‶╄[╁｠╈	ぁ【╄╊¨′»

02.20	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.00	«╋¨╊¨╃｠╄	╇	╀¨╂┿〈｠╄»

05.05	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00	╋〉╆.	‶[¨╂[┿╋╋┿

6.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

7.30	«╃┿』′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

8.00	]╉┿╆╉┿	«′┿	╆╊┿〈¨╋	╉[｠╊を『╄	]╇╃╄╊╇...»

9.15	》/《	«╃¨]〈¨ぅ′╇╄	[╄]‶〉╀╊╇╉╇»

12.00	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

12.30	》/《	«╆′┿╉¨╋]〈╁¨	]	[¨╃╇〈╄╊ぅ╋╇»

14.30	«]╊┿╃╉╇╄	╇]〈¨[╇╇»

15.00	«╃╄╊¨	┿]〈┿》¨╁┿»

16.00	》/《	«‶[╇╆[┿╉	╁	╋¨′〈╄-╉┿[╊¨»

18.00	«‶[¨	〉]┿〈｠》	╇	》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

19.30	》/《	«╆′┿╉¨╋]〈╁¨	]	《┿╉╄[┿╋╇»

21.35	》/《	«〈ぃ╃¨[｠»

23.30	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

00.00	》/《	«╋┿〈』	‶¨╈′〈»

02.30	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

05.00	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
7.10	]¨╁╄[【╄′′¨	]╄╉[╄〈′¨
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
10.45,	12.30	〈/]	«]｠】╇╉╇»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
13.20	》/《	«‶〉〈を	╁	«]┿〈〉[′»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╉┿‶╉┿′»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
22.30	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
00.00	【┿╂╇	╉	〉]‶╄》〉
01.00	〈/]	«╀[┿〈をぅ	‶¨	¨[〉╅╇ぃ»
02.55	》/《	«╁¨╄′′｠╈	《〉[╂¨′»
04.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋｠

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
7.10	]¨╁╄[【╄′′¨	]╄╉[╄〈′¨
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.30,	12.30	〈/]	«]｠】╇╉╇»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
13.00	》/《	«╉¨′╄『	«]┿〈〉[′┿»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╉┿‶╉┿′»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
22.30	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
23.55	》/《	«╀╄[╄╂╇]を	┿╁〈¨╋¨╀╇╊ぅ»
01.40	》/《	«╁]┱	╋¨╂〉〈	╉¨[¨╊╇»
03.25	》/《	«╉┿〈╄[╇′┿	╇╆╋┿╈╊¨╁┿»
05.15	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
7.00	]¨╁╄[【╄′′¨	]╄╉[╄〈′¨
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.30,	12.30	》/《	«╃¨╅╇╁╄╋	╃¨	‶¨′╄╃╄╊を′╇╉┿»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
13.10	》/《	«╀¨╈	‶¨]╊╄	‶¨╀╄╃｠»,	1	]╄[╇ぅ
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╉┿‶╉┿′»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
22.30	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
23.50	》/《	«┿	╄]╊╇	ぁ〈¨	╊ぃ╀¨╁を»
01.55	》/《	«╆┿	]‶╇』╉┿╋╇»
03.50	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈
04.40	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	8.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
7.00	]¨╁╄[【╄′′¨	]╄╉[╄〈′¨
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
10.55,	12.30	》/《	«┿╁┿[╇ぅ»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
13.25	》/《	«╀¨╈	‶¨]╊╄	‶¨╀╄╃｠»,	2	]╄[╇ぅ
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╉┿‶╉┿′»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
22.30	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
23.55	》/《	«╃¨╅╇╁╄╋	╃¨	‶¨′╄╃╄╊を′╇╉┿»
02.00	》/《	«╁〈¨[┿ぅ	‶¨‶｠〈╉┿	╁╇╉〈¨[┿	╉[¨》╇′┿»
03.55	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈
04.40	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	8.00	]╄╈』┿]
6.10	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
7.00	]¨╁╄[【╄′′¨	]╄╉[╄〈′¨
8.30	]〉╃	╁[╄╋╄′╇
9.25	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
10.00,	12.00	]╄╈』┿]
10.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
10.50,	12.30	》/《	«』〉╅╇╄	╆╃╄]を	′╄	》¨╃ぅ〈»
12.55	》/《	«』╄[′｠╈	╀╇╆′╄]»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30,	18.30	]╄╈』┿]
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
19.00	〈/]	«╉┿‶╉┿′»
20.00	«╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇»
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
22.55	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
00.20	》/《	«╂[┿《╇′ぅ	╉¨]]╄╊を»
03.15	》/《	«┿╁┿[╇ぅ»
05.10	╃/《	«╀╄]]╋╄[〈′┿ぅ	]┿╊┿╋┿′╃[┿»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.50	》/《	«╋┿[╉┿	]〈[┿′｠	╂¨′╃╄╊〉‶｠»
10.00	]╄╈』┿]
10.10	》/《	«╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨	╉[╇╁｠》	╆╄[╉┿╊»

11.45	》/《	«〈[╇	〈¨╊]〈ぅ╉┿»
13.35	〈/]	«』╄〈｠[╄	〈┿′╉╇]〈┿	╇	]¨╀┿╉┿»
17.55	╃/]	«╁╄╊╇╉╇╄	╋¨【╄′′╇╉╇»
18.30	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«]｠】╇╉╇»
23.00	〈/]	«╀[┿〈をぅ	‶¨	¨[〉╅╇ぃ»
01.25	》/《	«‶╄[╄]〈[╄╊╉┿»
03.15	》/《	«』〉╅╇╄	╆╃╄]を	′╄	》¨╃ぅ〈»
04.50	╃/]	«╃¨╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄	¨》¨〈′╇╉╇»

6.00	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

7.00	′┿╄╃╇′╄	]	‶[╇[¨╃¨╈

8.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.30	》/《	«╇╁┿′	╃┿	╋┿[をぅ»

10.00	]╄╈』┿]

10.10	╃/]	«【┿′]	′┿	╁｠╅╇╁┿′╇╄»

11.00	【┿╂╇	╉	〉]‶╄》〉

12.05	╇]〈¨[╇╇	╇╆	╀〉╃〉】╄╂¨

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

14.00	》/《	«╆╇╂╆┿╂	〉╃┿』╇»

15.40	 》/《	 «╁╊ぃ╀╊╄′	 ‶¨	 ]¨╀]〈╁╄′′¨╋〉	 ╅╄-

╊┿′╇ぃ»

17.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ.	¨	╂╊┿╁′¨╋

18.30	╂╊┿╁′¨╄

19.30	〈/]	«╉┿‶╉┿′»

23.15	》/《	«‶[¨]〈¨	╉[¨╁を»

01.15	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ.	¨	╂╊┿╁′¨╋

02.15	》/《	«』╄[′｠╈	╀╇╆′╄]»

04.15	╊╇』′｠╄	╁╄】╇

05.05	╃/]	«【┿′]	′┿	╁｠╅╇╁┿′╇╄»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	╁′╄	╆┿╉¨′┿
10.30,	03.15	╃[┿╋┿	«╉┿[‶┿〈]╉¨╄	╆¨╊¨〈¨»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00	«]¨]╄╃╇»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30,	01.45	〈[╇╊╊╄[	«》ぁ╊╊¨〉╇′.	╁¨]╉[╄【╄′╇╄»
23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
00.55	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
04.45	》/《	«╄╊╇]╄╈]╉╇╄	‶¨╊ぅ»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	╁′╄	╆┿╉¨′┿
10.30,	04.40	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╀[┿╁｠╄	‶┿[′╇»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00	«]¨]╄╃╇»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30,	02.30	〈[╇╊╊╄[	«‶¨╃¨╆[╇〈╄╊を′｠╄	╊╇『┿»
23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.35	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.05	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
01.35	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«]¨]╄╃╇»
]	10.00	‶[¨《.	[┿╀¨〈｠
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
17.00	«]¨]╄╃╇»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	╀¨╄╁╇╉	«╁┿╋‶╇[【┿»
23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
01.30	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»
02.30	》/《	«╁┿╋‶╇[【┿»
04.30	》/《	«╉〈¨	]〈〉』╇〈]ぅ	╁	╃╁╄[を	╉¨	╋′╄...»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	╁′╄	╆┿╉¨′┿
10.30	》/《	«╀╄[╄╋	╁]╄	′┿	]╄╀ぅ»
12.10	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00	«]¨]╄╃╇»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30,	02.55	》/《	«╋╄╉]╇╉┿′╄『»
23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.55	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.30	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
02.00	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»
05.15	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	╁′╄	╆┿╉¨′┿
10.30	》/《	«╂[〉╆	╀╄╆	╋┿[╉╇[¨╁╉╇»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.00	«]¨]╄╃╇»
17.30	«]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇»
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30,	03.05	╃[┿╋┿	«╇╋‶╄[╇ぅ	╁¨╊╉¨╁»
00.05	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
01.05	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.40	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
02.10	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»

05.15	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

6.05	》/《	«〈¨〈	]┿╋｠╈	╋ぃ′》╂┿〉╆╄′»
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30	》/《	«〈╄╊¨》[┿′╇〈╄╊を»
11.30	 〈/]	 «╇╁┿′	 ‶¨╃〉【╉╇′.	 ╃╅╄′〈╊を╋╄′	

]｠]╉┿	2»
13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
14.30	〈/]	«]╊╄╃]〈╁╇╄	╁╄╃〉〈	╆′┿〈¨╉╇»
16.30	╃╄〈╄╉〈╇╁	«╉¨]〈ぃ╋	┿[╊╄╉╇′¨»
18.30	〉╅┿]｠	«╋〉〈┿′〈｠»
20.10	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠.	〈¨‶	20»
21.30	«〉╂¨′»
22.00	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
23.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.05	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
00.35	╀¨╄╁╇╉	«┿′┿〈¨╋╇ぅ	]╋╄[〈╇»
01.35	〈/]	«╃′╄╁′╇╉╇	«╉[┿]′¨╈	〈〉《╄╊を╉╇»
02.10	》/《	«╋〉〈┿′〈｠»
03.45	》/《	«╉¨]〈ぃ╋	┿[╊╄╉╇′¨»
05.35	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.35	》/《	«〈¨〈	]┿╋｠╈	╋ぃ′》╂┿〉╆╄′»
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30	》/《	«╂[〉╆	╀╄╆	╋┿[╉╇[¨╁╉╇»
11.30	 〈/]	 «╇╁┿′	 ‶¨╃〉【╉╇′.	 ╃╅╄′〈╊を╋╄′	

]｠]╉┿	2»
13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
14.30	〈/]	«]╊╄╃]〈╁╇╄	╁╄╃〉〈	╆′┿〈¨╉╇»
16.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╃╄[╆╉╇╄	╃′╇»
18.30	》/《	«』╄╊¨╁╄╉-┿╉〉╊┿»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠.	〈¨‶	20»
21.30	«〉╂¨′»
22.00	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
23.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
00.30	》/《	«┿′┿〈¨╋╇ぅ	]╋╄[〈╇»
01.35	〈/]	«╃′╄╁′╇╉╇	«╉[┿]′¨╈	〈〉《╄╊を╉╇»
02.05	》/《	«』╄╊¨╁╄╉-┿╉〉╊┿»
04.00	》/《	«╄╊╇]╄╈]╉╇╄	‶¨╊ぅ»
05.25	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
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6:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
7:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
8:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
8:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
8:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
9:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿
10:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
11:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
11:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
12:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
13:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

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

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

]╉╇╋
1:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
2:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
2:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
3:15	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
4:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

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

6:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
7:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
7:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
7:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
8:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
8:45	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
9:40	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
9:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
10:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
11:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
11:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
12:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄.	′┿[¨╃′｠╈	‶[¨╄╉〈
12:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
13:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
13:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
14:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
14:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
15:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄.	′┿[¨╃′｠╈	‶[¨╄╉〈
15:40	 ′┿》╊｠]〈
16:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
16:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
17:00	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋
17:40	 ¨》¨〈┿	′┿	¨]〈[¨╁┿》	╀[╄〈┿′╇
18:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
19:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
19:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
20:00	 ╀¨╊を【┿ぅ	¨》¨〈┿
20:40	 ]╄[《╉┿]〈╇′╂	-	′┿]〈¨ぅ】┿ぅ	]〈[┿]〈を
21:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
22:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
22:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
22:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
23:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
23:45	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
0:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
1:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
2:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
2:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
3:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄.	′┿[¨╃′｠╈	‶[¨╄╉〈
3:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
4:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
4:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
5:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
5:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『

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

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

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

]╉╇╋
4:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
5:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
5:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇

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

╂[╇′¨╋
8:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
8:40	 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿	╁	┿╋┿╆¨′╇╇
9:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
10:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
10:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
10:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
11:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
11:45	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
12:40	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
12:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
13:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
14:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
14:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
15:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄.	′┿[¨╃′｠╈	‶[¨╄╉〈
15:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
16:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
16:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
17:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
17:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
18:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄.	′┿[¨╃′｠╈	‶[¨╄╉〈
18:40	 ′┿》╊｠]〈
19:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
19:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
20:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
20:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
21:15	 ‶╊┿′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
21:30	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
21:50	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	′┿	╀┿╆╄	┿╁┿╊¨′
22:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

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

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

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

6:25	 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ	̈ 》¨〈┿	]	]╄[╂╄╄╋	ぅ]〈[╅╄╋╀-
]╉╇╋

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

╂[╇′¨╋
11:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
11:40	 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿	╁	┿╋┿╆¨′╇╇
12:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
13:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
13:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
13:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
14:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
14:45	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『
15:40	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
15:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
16:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
17:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
17:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
18:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄.	′┿[¨╃′｠╈	‶[¨╄╉〈
18:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
19:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
19:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
20:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
20:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
20:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
21:25	 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ	̈ 》¨〈┿	]	]╄[╂╄╄╋	ぅ]〈[╅╄╋╀-

]╉╇╋
22:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
23:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
23:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
0:15	 ‶╊┿′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
0:30	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
0:50	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	′┿	╀┿╆╄	┿╁┿╊¨′
1:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

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

6:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈

7:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄

8:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

8:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠

9:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄.	′┿[¨╃′｠╈	‶[¨╄╉〈

9:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿

10:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿

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

11:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄

11:25	 ¨》¨〈┿	╀╄╆	╂[┿′╇『

12:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄.	′┿[¨╃′｠╈	‶[¨╄╉〈

12:40	 ′┿》╊｠]〈

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

13:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿

14:00	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋

14:40	 ¨》¨〈┿	′┿	¨╊╄′ぅ	‶¨-《[┿′『〉╆]╉╇

15:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈

16:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿

17:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

17:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿

17:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈

18:25	 ╉┿╊╄′╃┿[を	[｠╀¨╊¨╁┿

19:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠

20:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨

20:40	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈

20:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈

21:25	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

21:55	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	╁	┿]〈[┿》┿′╇	

22:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄

23:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

23:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
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『╁╄〈′╇╉

ГЕОРГИНОВЫЙ РАЙ
╃╊ぅ こけかせつっくうは おさぇしうゃけゅけ う しうかぬくけゅけ さぇしすっくうは し たけさけてうきう 

しけちゃっすうはきう おせしすに ゅっけさゅうくけゃ くっけぉたけょうきけ そけさきうさけゃぇすぬ. 
╃かは ねすけゅけ ゃ こっさうけょ さけしすぇ こっさうけょうつっしおう せょぇかはのす けすさぇしすぇのとうっ 
けす おけさくっゃけえ てっえおう こけぉっゅう. 〈ぇおあっ さっゅせかはさくけ ゃにかぇきにゃぇのす こけ-
はゃかはのとうっしは こぇしにくおう – ぉけおけゃにっ こけぉっゅう, けすさぇしすぇのとうっ ゃ こぇいせ-
たぇた かうしすぬっゃ. ╄しかう こぇしにくおう くっ せょぇかはすぬ, すけ おせしす ゅっけさゅうくぇ ゃっしぬ 
けぉさぇしすひす うきう, う ちゃっすっくうっ いぇょっさあうすしは う ぉせょっす けしかぇぉかっくけ.

[ぇしすっくうは, ゃにさぇとっくくにっ うい つっ-
さっくおけゃ, そけさきうさせのす ゃ けょうく しすっ-
ぉっかぬ. ╇くけゅょぇ こさうとうこにゃぇのす ゃっさ-
たせておせ くぇょ すさっすぬっえ こぇさけえ かうしすぬっゃ, 
う すけゅょぇ さぇいゃうゃぇっすしは ょゃぇ こけぉっゅぇ. 
‶さう こさけさぇとうゃぇくうう おかせぉくっえ くぇ くうた 
くぇょけ けしすぇゃかはすぬ くっ ぉけかっっ ょゃせた しぇ-
きにた しうかぬくにた こけぉっゅけゃ, ょさせゅうっ しかっ-
ょせっす せょぇかはすぬ おぇお きけあくけ さぇくぬてっ.

╉させこくけちゃっすおけゃにっ しけさすぇ し くぇ-
つぇかけき ゃっすゃかっくうは こぇしにくおせのす, すけ 
っしすぬ せょぇかはのす うい かうしすけゃにた こぇいせた 
ぉけおけゃにっ さけしすおう. ╄しかう ょぇすぬ うき さぇい-
ゃうすぬしは, すけ ねすけ こさうゃっょひす お いぇゅせとっ-
くうの う けしかぇぉかっくうの おせしすぇ う せきっくぬ-
てっくうの さぇいきっさけゃ しけちゃっすうえ. ╉ すけきせ 
あっ くうあくうっ こけぉっゅう くっさっょおけ けぉかぇ-
きにゃぇのすしは こけょ しけぉしすゃっくくけえ すはあっ-
しすぬの, ぇ ゃ こけゃさっあょっくうは きけゅせす こけ-
こぇしすぬ ゃけいぉせょうすっかう いぇぉけかっゃぇくうえ.

‶ぇしにくおう しさっいぇのす うかう ゃにとう-
こにゃぇのす ゃ しぇきけき くぇつぇかっ うた けぉ-
さぇいけゃぇくうは. ¨しすぇゃかはのす すけかぬおけ すっ 
こぇしにくおう, おけすけさにっ さぇしこけかけあっくに 
くぇ せいかっ, こさっょてっしすゃせのとっき すけきせ, 
ゅょっ そけさきうさせっすしは しけちゃっすうっ. ‶け-
しかっ しさっいぇくうは ちゃっすおぇ くぇ くうた ぉせょっす 
そけさきうさけゃぇすぬしは くけゃけっ しけちゃっすうっ.

╉ぇさかうおけゃにっ, くっきぇたさけゃにっ う ゃしっ 
きっかおけちゃっすおけゃにっ ゅっけさゅうくに きけあ-
くけ くっ こぇしにくおけゃぇすぬ.

╉さけきっ こぇしにくおけゃぇくうは, こさう ゃにさぇ-
とうゃぇくうう くぇ しさっいおせ こさうきっくはのす っとひ 
けょうく こさうひき ょかは せゃっかうつっくうは さぇいきっ-
さぇ しけちゃっすうは – せょぇかっくうっ «かうてくうた» 
ぉせすけくけゃ. ¨ぉにつくけ くぇ ちゃっすけつくけき こけ-
ぉっゅっ けぉさぇいせのすしは すさう ぉせすけくぇ, こさう-

つひき しさっょくうえ – しぇきにえ おさせこくにえ, 
くけ くぇ おけさけすおけえ くけあおっ. ‶けしかっ っゅけ 
こさうとうこおう ぉけおけゃにっ ぉせすけくに つぇしすけ 
うきっのす ょかうくくにっ «ちゃっすけくけあおう», ぇ 
しけちゃっすうは こけかせつぇのすしは ぉけかっっ こにて-
くにきう う くぇさはょくにきう. ╋けあくけ けしすぇゃ-
かはすぬ う けょうく ぉけおけゃけえ ぉせすけく.

╁ そけさきうさけゃぇくうう おせしすぇ くっきぇかけ-
ゃぇあくけ せょぇかっくうっ くうあくうた かうしすぬっゃ 
くぇ ゃにしけすせ 30-40 しき, つすけ けぉっしこっつう-
ゃぇっす ょけしすせこ しゃっすぇ, すっこかぇ う ゃけいょせ-
たぇ お おけさくはき. ╁ さっいせかぬすぇすっ かせつてっ 
せしゃぇうゃぇのすしは こうすぇすっかぬくにっ ゃっとっ-
しすゃぇ, さぇしすっくうは さぇくぬてっ いぇちゃっすぇ-
のす, せかせつてぇっすしは おぇつっしすゃけ しけちゃっ-
すうえ, たけさけてけ ゃにいさっゃぇのす おかせぉくう.

╄しかう あっ すさっぉせっすしは こけかせつうすぬ 
きくけゅけ しさっいおう, そけさきうさけゃぇくうっ おせ-
しすぇ こさけゃけょはす くっしおけかぬおけ うくぇつっ. 
╁ おけくちっ そっゃさぇかは–くぇつぇかっ きぇさすぇ 
«ょっかっくおう» ゃにしぇあうゃぇのす ゃ ゅけさておう 
し こうすぇすっかぬくけえ いっきかひえ う ょっさあぇす 
ゃ しゃっすかけき きっしすっ こさう すっきこっさぇすせ-
さっ 17-20°]. ╇い こけぉっゅけゃ けしすぇゃ-
かはのす けょうく – しぇきにえ しうかぬくにえ, 
けしすぇかぬくにっ ゃにかぇきにゃぇのす くぇ つっ-
さっくおう. ╉けゅょぇ さぇいけゃぬひすしは つっすにさっ 
こぇさに かうしすぬっゃ, ゃっさたせておせ こさうとう-
こにゃぇのす. ╁にさぇしすぇっす ょゃぇ しすっぉかは, 
せ おけすけさにた しくけゃぇ こさうとうこにゃぇのす 
ゃっさたせておう せあっ くぇょ ゃすけさけえ こぇさけえ 
かうしすぬっゃ. 〈ぇおうき けぉさぇいけき, さぇいゃう-
ゃぇっすしは つっすにさっ ちゃっすけくけしぇ, ぇ っしかう 
ゃ くぇつぇかっ ゃにさぇとうゃぇくうは けしすぇゃかっ-
くけ ょゃぇ しすっぉかは – ゃけしっきぬ ちゃっすけくけ-
しけゃ. ╁ ょぇかぬくっえてっき こぇしにくおけゃぇくうっ 
ゅっけさゅうくけゃ ゃっょひすしは おぇお けぉにつくけ.

ËÓÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÈÞÍÜ
1
Íàâåäèòå ïîðÿäîê íà ó÷àñò-

êå è â òåïëèöàõ. Íè÷åãî íå 

âûñàæèâàéòå.

2
Íîâîëóíèå. Ñîáèðàéòå 

ëåêàðñòâåííûå òðàâû. Ñêà-

øèâàéòå òðàâó íà ãàçîíàõ.

3
Âûñàæèâàéòå â îòêðûòûé 

ãðóíò òåïëîëþáèâûå ìíîãî-

ëåòíèå öâåòû.

4
Ïðîâåäèòå ìèíåðàëüíûå 

ïîäêîðìêè â öâåòíèêàõ. 

Ïîëåéòå âñå ðàñòåíèÿ.

5
Âå÷åðîì ìîæíî ïåðåñàäèòü 

êîðíåâèùíûå ìíîãîëåòíèêè 

è ïèîíû.

11
Óêîðåíÿéòå ÷åðåíêè. 

Ïîäêîðìèòå ðàñòåíèÿ, 

íå æåëàþùèå öâåñòè. 

12
Íå òðîãàéòå êîðíåïëîäû è 

ëèñòüÿ ðàñòåíèé. Ïîëåéòå 

òîìàòû è áàêëàæàíû.

18
Î÷èñòèòå ñàä îò îïàâøèõ 

çàâÿçåé è ïîâðåæä¸ííûõ 

ïëîäîâ. 

19
Ïàñûíêóéòå, ïðèùèïûâàéòå 

è óäàëÿéòå ëèøíèå ïîáåãè 

íà ðàñòåíèÿõ.

25
Óíè÷òîæàéòå ñîðíÿêè. 

Ñîáèðàéòå ëåêàðñòâåííûå 

òðàâû äëÿ ñóøêè. 

26
Ñîáèðàéòå ÿãîäû 

äëÿ çàìîðîçêè 

è ïðèãîòîâëåíèÿ âàðåíüÿ. 

6
Ñäåëàéòå îïîðû äëÿ 

âüþùèõñÿ ðàñòåíèé. 

Ñîáèðàéòå òðàâû.

7
Ïîâðåìåíèòå ñ ïîëèâàìè, 

ïîäêîðìêàìè è ïðîïîëêîé.

8
Ñàæàéòå àñòðû, êðîêóñû, 

âüþùèåñÿ äåêîðàòèâíûå 

öâåòû è âèíîãðàä.

9
Âíîñèòå óäîáðåíèÿ.  

Âûñåâàéòå â îòêðûòûé 

ãðóíò êàáà÷êè è òûêâó.

10
Ñåéòå öâåòû è ëåêàðñòâåí-

íûå òðàâû. Õîðîøî ïîñåÿòü 

ðåäèñ è ôàñîëü.

13
Ñàæàéòå òîìàòû, áàêëàæàíû, 

îãóðöû, êàáà÷êè è ïàòèññîíû 

â îòêðûòûé ãðóíò.  

14
Ñîáèðàéòå ëåêàðñòâåííûå 

òðàâû, ñíèìàéòå ÿãîäû äëÿ 

çàìîðîçêè è ñóøêè. 

15
Áîðèòåñü ñ âðåäèòåëÿìè, 

æèâóùèìè â çåìëå. 

16
ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ. Ñàæàéòå 

îâîùè, ïðåäíàçíà÷åííûå 

äëÿ äëèòåëüíîãî õðàíåíèÿ. 

17
Ïðîïîëêà, ðûõëåíèå, ïîëè-

âû, ïîäêîðìêà îðãàíèêîé. 

20
Îêó÷èâàéòå êàðòîôåëü, 

ðûõëèòå â ìåæäóðÿäüÿõ 

òîìàòîâ, áàêëàæàíîâ. 

21
Ïîëèâàéòå, ïîäêàðìëèâàéòå 

îðãàíèêîé. Ìîæíî ïîñåÿòü 

ãðèáíèöó.  

22
Ïîäêîðìèòå êðûæîâíèê, 

ìàëèíó è ñìîðîäèíó 

îðãàíèêîé.  

23
Ïàñûíêóéòå òîìàòû, 

óäàëÿéòå óñû ó çåìëÿíèêè, 

ìóëü÷èðóéòå ÿãîäíèêè. 

24
Ðûõëèòå, îêó÷èâàéòå, 

ïåðåêàïûâàéòå çåìëþ. 

Îïðûñêèâàéòå äåðåâüÿ. 

27
Õîðîøî êîíñåðâèðîâàòü è 

äåëàòü äîìàøíèå çàãîòîâêè 

èç êîðíåïëîäîâ.

28
Ëå÷èòå ñàäîâûå äåðåâüÿ è 

êóñòàðíèêè. Îïðûñêèâàéòå 

îò âðåäèòåëåé.

29
Âîçäåðæèòåñü îò ïîëèâîâ. 

Ðûõëèòå â ìåæäóðÿäüÿõ è 

îêó÷èâàéòå áàêëàæàíû.

30
Óäàëÿéòå ñîðíÿêè, 

î÷èùàéòå ó÷àñòêè 

îò ìóñîðà.

′┿[¨╃′｠╄ ‶[╇╋╄〈｠

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

ХЛЕБОРОСТ 
1 うのくは. ╇ゃぇく-ょけかゅうえ. ╄しかう 

こっさゃにっ ょゃぇ ょくは うのくは かぬひす ょけあょぬ 
– ゃっしぬ きっしはち しせたけえ, ぇ かっすけ ぉせょっす 
すひこかにき. ╄しかう たけかけょくけ ゃ ねすけす ょっくぬ, 
すけ こけしかっょせのとうっ 40 ょくっえ ぉせょせす たけ-
かけょくにきう. 

2 うのくは. 《ぇかぇかっえ. ╋ぇししけゃけっ こけ-
はゃかっくうっ けゃけょけゃ – お せさけあぇの けゅせさちけゃ.

╀にかけ すぇおけっ こけゃっさぬっ: つすけぉに こっさ-
ゃせの こけしぇょおせ けゅせさちけゃ くうおすけ くっ ゃう-
ょっか, しおさにゃぇかう こっさゃせの ゅさはょおせ う 
こっさゃにえ ゃにさけしてうえ けゅせさっち. ¨ぉにつくけ 
こっさゃにえ けゅせさっち いぇさにゃぇかう ゃ いっきかの, 
おぇお ぉに こさうくけしは ゃ あっさすゃせ こけおさけゃう-
すっかはき けゅけさけょけゃ しゃはすにき 《うかうここせ う 
《ぇかぇかっの. ╄しかう ねすけ ゃにこけかくうすぬ, すけゅ-
ょぇ ぉせょせす さぇしすう う ょさせゅうっ けゅせさちに. 

3 うのくは. ¨かっくぇ う ╉けくしすぇくすうく. 
╄しかう すさっすぬっゅけ うのくは ょけあょぬ し ゅさぇ-
ょけき, すけ すさっすぬっゅけ ょっおぇぉさは – しくっゅ し 
おさせこけえ. 

7 うのくは. ╇ゃぇくけゃ ょっくぬ. ╁ ねすけす 
ょっくぬ いぇきっつぇかう う さはぉうくせ: っしかう くぇ 
くっえ ぉにかけ きくけゅけ ちゃっすけゃ, すけ ょせきぇかう, 
つすけ ぉせょっす たけさけてうえ せさけあぇえ けゃしぇ. ┿ 
こさう きぇかけき ちゃっすっ ゅけゃけさうかう: «╆くぇすぬ 
さはぉうくせ くぇ ちゃっすせ, つすけ うょひす お きぇすせ», 
«‶けいょくうえ さぇしちゃっす さはぉうくに – お ょけか-
ゅけえ けしっくう».

12 うのくは. ╇しぇぇおうえ-いきっっゃうお. 
╁ ねすけす ょっくぬ くぇつうくぇかう しぇょうすぬ ぉけぉに, 
こさっょゃぇさうすっかぬくけ ゃにきけつうゃ うた ゃ けいう-
きけえ ゃけょっ. 

16 うのくは. ╊せおぇ. ′ぇ ╊せおせ のあくにえ 
ゃっすっさ – お せさけあぇの はさけゃにた; しっゃっさけ-
いぇこぇょくにえ – お しにさけきせ かっすせ; ゃけしすけつ-
くにえ – お くぇくけしくにき ぉけかっいくはき.

18 うのくは. ╃けさけそっえ. ′ぇつうくぇのす-
しは しぇきにっ おけさけすおうっ, «ゃけさけぉぬうくにっ» 
くけつう. ╄しかう こけゅけょぇ すひこかぇは う はしくぇは 
– いっさくけ ぉせょっす おさせこくけっ.

20 うのくは. 《っょけす-せさけあぇえくうお.  
╄しかう こけゅけょぇ すひこかぇは, はしくぇは – せさけあぇえ 
さあう ぉせょっす たけさけてうえ, くぇかうゃ こけかくにえ, 
いっさくけ おさせこくけっ; っしかう ょけあょぬ – いっさくけ 
ぉせょっす こかけたけっ, すけとっっ. 

22 うのくは. ╉うさうかか. ]けかくちっしすけ-
はくうっ. ‶け くぇさけょくけきせ おぇかっくょぇさの, くぇ 
╉うさうかかぇ – おけくっち ゃっしくに, こけつうく かっすせ. 

29 うのくは. 〈うたけく. ‶け くぇさけょくにき 
くぇぉかのょっくうはき, し ねすけゅけ ょくは くぇつうくぇ-
のす いぇすうたぇすぬ こすうちに, おさけきっ しけかけゃぬは 
う おせおせておう. 

30 うのくは. ╋ぇくせうか. ╄しかう ゃ うのくっ 
つぇしすにっ いぇさくうちに – ぉせょっす たけさけてうえ 
せさけあぇえ. ぁすせ くぇさけょくせの こさうきっすせ 
こけょすゃっさあょぇのす ょぇくくにっ ぇしすさけくけきけゃ: 
ょっえしすゃうすっかぬくけ, お ねすけきせ ゃさっきっくう 
いっきかは しぉぇゃかはっす しおけさけしすぬ ょゃうあっくうは 
ゃけおさせゅ ]けかくちぇ.

]┿╃

┱┤ «┯┲┦┺┤» ┫┦┩┴╀ ┱┩ ┥┩┪┬┶
╃╊ぅ きったぇくうつっしおけえ ぉけさぬぉに し 

ゃさっょうすっかはきう こかけょけゃにた ょっ-
さっゃぬっゃ つぇしすけ こさうきっくはのすしは かけゃつうっ 
こけはしぇ. ̈ くう ぉっいけこぇしくに, ねおけかけゅうつくに 
う くっ くぇくけしはす ゃさっょ ょっさっゃせ, ぇ いくぇつうす 
うきう ゅさった くっ ゃけしこけかぬいけゃぇすぬしは!

╊けゃつうえ こけはし – ねすけ こさうしこけしけぉかっくうっ 
うい ぉせきぇゅう (きっておけゃうくに, さっいうくに, おぇさ-
すけくぇ), こさういゃぇくくけっ いぇすさせょくうすぬ くぇしっ-
おけきにき こけこぇょぇくうっ ゃ おさけくせ ょっさっゃぬっゃ. 
‶さうつひき しこけしけぉけゃ ういゅけすけゃかっくうは かけゃ-
つうた こけはしけゃ きぇししぇ. ╊けゃつうえ こけはし-ゃけ-
さけくおぇ ょっかぇっすしは しかっょせのとうき けぉさぇいけき: 
しゃけさぇつうゃぇっき かうしす おぇさすけくぇ うかう ぉせきぇゅう 
ゃ させかけく, ぇ かせつてっ しさぇいせ ゃ ゃけさけくおせ ゃけ-
おさせゅ ょっさっゃぇ すぇお, つすけぉに しくういせ きっあょせ ゃけさけくおけえ う しすゃけかけき ぉにか こさけしゃっす, ぇ 
しゃっさたせ おぇお きけあくけ すせあっ こさうかっゅぇかけ お ょっさっゃせ. ]ゃっさたせ こかけすくけ けぉゃはいにゃぇっき 
ぉっつひゃおけえ うかう あゅせすけき う, っしかう ゃしひ あっ けしすぇのすしは こさけたけょに, いぇきぇいにゃぇっき 
ゅかうくけえ. ╀せきぇゅせ こっさっょ ねすうき きけあくけ こさけこうすぇすぬ うくしっおすうちうょぇきう, つすけぉに ゅせ-
しっくうちに いぇこけかいぇかう う ゅうぉかう, かうぉけ こさけしすけ さっゅせかはさくけ けしきぇすさうゃぇすぬ こけはしぇ う 
せぉうさぇすぬ うい くうた いかけゃさっょくにた ょっさっゃけっょけゃ. 

╃かは ょゃせしすけさけくくっえ ゃけさけくおう ぉっさせす こけかけしせ ぉせきぇゅう てうさうくけえ けおけかけ 
30 しき う けぉけさぇつうゃぇのす ゃけおさせゅ ょっさっゃぇ, こけょゃはいにゃぇは しゃっさたせ う しくういせ, さぇい-
ょっかはは ねすうき こけはし くぇ すさう つぇしすう. ╃けかあくに こけかせつうすぬしは  くっぉけかぬてうっ こさけ-
きっあせすおう, くけ すっこっさぬ おぇお しゃっさたせ, すぇお う しくういせ. ╁ ねすけき しかせつぇっ ぉせきぇゅせ うかう 
きっておけゃうくせ すぇおあっ こさけこうすにゃぇのす うくしっおすうちうょぇきう.

╄とひ けょうく ゃぇさうぇくす かけゃつっゅけ こけはしぇ – おかっっゃけえ. ‶けかけしおせ おぇおけゅけ-くうぉせょぬ きぇすっ-
さうぇかぇ けぉけさぇつうゃぇのす ゃけおさせゅ ょっさっゃぇ う けぉうかぬくけ くぇきぇいにゃぇのす っひ おかっっき こさけすうゃ 
きにてっえ う おさにし, おけすけさにえ ょけかゅけ くっ いぇしにたぇっす. 〈ぇおけえ きっすけょ うきっっす さはょ くっょけ-
しすぇすおけゃ – お こけはしせ こさうかうこぇのす おぇお ゃさっょうすっかう, すぇお う くぇてう しけのいくうおう – こつひかに, 
けしに, てきっかう う ぉけあぬう おけさけゃおう. ┿ っとひ ゃに しぇきう きけあっすっ ゃかはこぇすぬしは ゃ ねすけす おかっえ. 

╉けゅょぇ くせあくけ しけけさせあぇすぬ かけゃつうっ こけはしぇ? ╃ぇ つっき さぇくぬてっ, すっき かせつてっ! 
╂かぇゃくけっ – くっ いぇぉにゃぇすぬ さっゅせかはさくけ けしきぇすさうゃぇすぬ こけはしぇ う きっくはすぬ うた こけ きっさっ 
ういくけしぇ ょっさっゃぇ. ╉しすぇすう, けしっくぬの こけしかっ しぉけさぇ せさけあぇは かけゃつうっ こけはしぇ けしかぇ-
ぉかはのす, ぇ さぇくくっえ ゃっしくけえ こけしかっ けぉさぇぉけすおう たうきうおぇすぇきう しくけゃぇ いぇすはゅうゃぇのす.

′┿ ╂[ぅ╃╉╄

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÑÂÅÆÅÌ ÂÎÇÄÓÕÅ 
╉┿╉ ╁｠]┿╅╇╁┿〈を [┿]]┿╃〉 〈¨╋┿〈¨╁ ╁ ¨〈╉[｠〈｠╈ ╂[〉′〈 

╁ うのくっ ゃ けすおさにすにえ ゅさせくす ゃにしっ-
ゃぇのす しっきっくぇ う ゃにしぇあうゃぇのす さぇししぇ-
ょせ すっこかけかのぉうゃにた おせかぬすせさ (すけきぇすに, 
こっさちに, けゅせさちに, おぇぉぇつおう, すにおゃに, 
こぇすうししけくに う す.ょ.), こさう ねすけき けぉはいぇ-
すっかぬくけ しかっょはす いぇ こさけゅくけいけき こけゅけょに, 
ゃっょぬ ゃ こっさゃにえ かっすくうえ きっしはち っとひ 
ゃけいきけあくに いぇきけさけいおう. 

〉つぇしすけお ょかは すけきぇすけゃ くせあくけ ゃに-
ぉさぇすぬ しぇきにえ しけかくっつくにえ う ゃけいゃに-
てっくくにえ. ‶けきくうすっ, つすけ しにさけしすう う 
こっさっせゃかぇあくっくうは くうおぇおうっ しけさすぇ すけ-
きぇすけゃ くっ かのぉはす, う ょぇあっ こさう くっぉけかぬ-
てけき いぇすっくっくうう ぉけかぬてうくしすゃけ しけさすけゃ 
さっいおけ しくうあぇのす せさけあぇえ.

′っ しぇあぇえすっ こけきうょけさに すぇき, ゅょっ 
けくう さけしかう ゃ こさけてかけき ゅけょせ, ぇ すぇお-
あっ さはょけき し こけしぇょおぇきう おぇさすけそっかは. 
╃っかけ ゃ すけき, つすけ ゅさうぉけお そうすけそすけさに 
– こけあぇかせえ, ゅかぇゃくにえ ぉうつ こぇしかひくけ-
ゃにた おせかぬすせさ – しけたさぇくはっすしは ゃ こけつゃっ 
ゅけょぇきう.

‶っさっょ ゃにしぇょおけえ さぇししぇょせ くぇょけ 
けぉうかぬくけ こけかうすぬ う けしすけさけあくけ ゃに-
くせすぬ うい こけしぇょけつくにた ひきおけしすっえ ゃきっ-
しすっ し おけきけき いっきかう (っしかう ゅけさてけつおう 
しょっかぇくに うい こけかうねすうかっくけゃけえ こかひくおう 
– こさけしすけ さぇいゃっさくせすぬ こかひくおせ). ╂かせ-

ぉうくぇ こけしぇょおう ゃ ゅさせくす ょけかあくぇ ぉにすぬ 
くぇ 3-6 しき ぉけかぬてっ, つっき ゃ ゅけさてけつおぇた. 
╀かぇゅけょぇさは ねすけきせ うい こさうおけこぇくくけえ 
つぇしすう しそけさきうさせのすしは ょけこけかくうすっかぬ-
くにっ けすさけしすおう う ゃ ちっかけき せおさっこうすしは 
おけさくっゃぇは しうしすっきぇ.

] せすさぇ ゃ ゃひょさぇた うかう ょさせゅうた ひき-
おけしすはた こけしすぇゃぬすっ ゅさっすぬしは ゃけょせ くぇ 
しけかくちっ. ‶っさっょ こけしぇょおけえ ょかは おぇあ-
ょけゅけ おせしすぇ ゃ ぉけさけいょおっ ゃにおけこぇえすっ 
すぇおせの はきおせ, つすけぉに こけしかっ せしすぇくけゃおう 
ゃ くっひ しぇあっくちぇ こさうおけこぇくくぇは つぇしすぬ 
けおぇいぇかぇしぬ こさうきっさくけ くぇ かぇょけくぬ 
くうあっ おさぇは はきおう. ‶けきっしすうゃ しぇあっくっち 
ゃ はきおせ, しさぇいせ あっ くぇかっえすっ ゃ くっひ しけ-
ゅさっすけえ ゃけょに う いぇしにこぬすっ いっきかひえ. 

╃かは ぉにしすさけゅけ こさうあうゃぇくうは さぇししぇょに 
ゃにしぇょおけえ っひ ゃ ゅさせくす かせつてっ いぇくう-
きぇすぬしは ゃっつっさけき う けしけぉっくくけ ゃ こぇし-
きせさくせの こけゅけょせ. ╁こさけつっき, ゃにしぇょおぇ 
し おけきけき いっきかう くっ けこぇしくぇ ょぇあっ ゃ 
あぇさおせの こけゅけょせ. ╁ けすかうつうっ けす ぉけかぬ-
てうくしすゃぇ ょさせゅうた おせかぬすせさ すけきぇすに くっ 
けつっくぬ ぉけはすしは こけゃさっあょっくうは おけさくっえ. 
〉 くうた ぉにしすさけ けすさぇしすぇのす くけゃにっ おけさ-
くう, ゃ すけき つうしかっ う けす こさうおけこぇくくけゅけ 
しすっぉかは.

‶さう こけかうゃっ しすぇさぇえすっしぬ くっ ぉさにい-
ゅぇすぬ くぇ かうしすぬは – ゃ しけかくっつくせの こけ-
ゅけょせ おぇこかは ゃけょに «こさっゃさぇとぇっすしは» 
ゃ かうくいせ, おけすけさぇは きけあっす しこさけゃけちう-
さけゃぇすぬ けあけゅ かうしすゃに. ]おけさけしこっかにっ 
しけさすぇ, けしけぉっくくけ し くっぉけかぬてうきう 
かうしすぬはきう, けす きけきっくすぇ ゃにしぇょおう ょけ 
しっさっょうくに うのかは ょけしすぇすけつくけ こけかうすぬ 
ょゃぇ-すさう さぇいぇ. ‶さぇゃょぇ, つすけぉに こさけ-
きけつうすぬ いっきかの くぇ ゃしの ゅかせぉうくせ いぇ-
かっゅぇくうは おけさくっえ, こけかうゃ ょけかあっく ぉにすぬ 
けぉうかぬくにき う ゃ くっしおけかぬおけ こさうひきけゃ 
(くぇ けょうく おせしす くっ きっくっっ こけかけゃうくに 
ゃっょさぇ くったけかけょくけえ ゃけょに).
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Äåøåâî.
8-950-64-90-195

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
『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.

[╄╉╊┿╋┿

】っくけお, 5 きっし., ょっゃけつおぇ. 8-950-20-
35-443.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÎÒÅÐÈ
′ぇえょっくぇ しけぉぇおぇ (おけぉっかぬ), しっさけ-こっ-

ゅぇは, し つっさくにきう せてぇきう, しすさうあっくぇは. 
‶けたけあぇ くぇ しこぇくうっかは. ¨ぉさぇとぇすぬしは: 
8-904-17-07-574 (′ぇすぇかぬは).

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
╉けきくぇすせ, ′╀‶. 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

╉けきくぇすせ. 8-965-51-54-536.

[╄╉╊┿╋┿

╉けきくぇすせ. 8-922-60-27-155.

[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっくうは 

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶さけういゃ.-しおかぇょしおうっ こけきっとっ-
くうは: すっこかけっ, 450 き2, + おさぇく-ぉぇかおぇ 
160 き2, 140 き2. 8-902-87-04-530.

[╄╉╊┿╋┿

‶けきっとっくうっ, 61 き2, せか. ╉さ. ╂っさけ-

っゃ, 4/1, こけょ けそうし, きぇゅぇいうく. 8-922-
10-08-999.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
╃けき. 8-952-73-18-592.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
╉けきくぇすぇ, せか. ╋うさぇ, 1, 18 き2, 2/5, 
ゃけょぇ ゃ おけきくぇすっ. 『. 900 す.さ. 8-982-
62-75-961.

[╄╉╊┿╋┿

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., こ. ]けゃっすしおうえ. 8-922-
13-16-048.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-922-13-16-048.
[╄╉╊┿╋┿

╃けき, 35 き2, こ. ╋けくっすくにえ, 11 しけす. 
『. 900 す.さ. 8-965-50-88-217.

[╄╉╊┿╋┿

╃けき, 35 き2, こっさ. ‶せておうくぇ, 3. 
8-965-50-99-406.

[╄╉╊┿╋┿

╃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.
[╄╉╊┿╋┿

╉けすすっょあ, ちっくすさ. 8-922-13-16-048.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

]ぇょ, こ. 【うかけゃおぇ. 8-922-13-16-048.
[╄╉╊┿╋┿

╆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.
[╄╉╊┿╋┿

╂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 ]けしくけゃにえ ぉけさ, 6た4, 
けゃけとくぇは はきぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ. 
8-904-98-53-995.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶さけゃけかけおぇ: ゃはいぇかぬくぇは, おけかの-
つぇは, ]╀╀, ぇさきぇすせさぇ. 4-24-24, 

(343) 213-213-4, 228-43-71.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, くぇこう-

かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-922-02-64-891.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╀っすけく, くぇしけし, ょけしすぇゃおぇ. (343) 200-23-99.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
》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.

[╄╉╊┿╋┿

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.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╃さけゃぇ. ╃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. 8-953-03-90-534.
[╄╉╊┿╋┿

〈けさそ, いっきかは, とっぉっくぬ, けすしっゃ, 
ょさけゃぇ おけかけすにっ, ゃにゃけい きせしけさぇ. 
8-950-64-56-883.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶うかけきぇすっさうぇか. 8-902-87-99-662.
[╄╉╊┿╋┿

]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, ╁¨-
[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 8-904-38-95-420, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-909-00-92-305.
[╄╉╊┿╋┿

┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

┿ゃすけおさぇく 14 す, 16 き しすさっかぇ, 
╉┿╋┿╆ しぇきけしゃぇか, ╉┿╋┿╆ こけ-
かせこさうちっこ. 8-922-15-41-956.

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ ╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

〈さぇくしこけさす

[ぇいくけっ

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╀さうゅぇょぇ おぇきっくとうおけゃ. 8-908-
91-24-033.

[╄╉╊┿╋┿

╀さうゅぇょぇ おぇきっくとうおけゃ, こかう-
すけつくうおけゃ, てすせおぇすせさけゃ, しゃぇさ-
とうおけゃ, ねかっおすさうおけゃ, しぇくすった-
くうおけゃ う ょさせゅうた しこっちうぇかうしすけゃ 
あょせす さぇぉけすせ. ]ょっかぇっき おさけゃかの かの-
ぉけえ しかけあくけしすう. ╋に ゃぇき こけしすさけうき 
ょけき こけょ おかのつ. 8-912-23-55-597, 
8-922-22-14-608.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.
[╄╉╊┿╋┿

╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.
[╄╉╊┿╋┿

╉けしうき すさぇゃせ. 8-952-73-72-014.
[╄╉╊┿╋┿

╉けくょうちうけくっさに, こさけょぇあぇ, きけく-
すぇあ, しっさゃうし. 8-922-20-31-720.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

〉しかせゅう

╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ, 4 き, さっそさ. 8-904-17-04-986.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-ぉせょおぇ. 8-961-77-40-587.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

╂させいけこっさっゃけいおう
ÏÐÎÄÀÌ

╋っかおぇは おぇさすけておぇ. 8-904-98-76-

732.
[╄╉╊┿╋┿

╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.
[╄╉╊┿╋┿

╋っしすけ ゃ ょけき. きうくう-しぇょうおっ, 
こ. 【うかけゃおぇ, 6,5 させぉ./きっしはち. 
8-919-37-29-755.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

‶さけょせおすに こうすぇくうは

┿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.
[╄╉╊┿╋┿

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 

ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÒÎÐÔ.

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ È ÄÐ.

┨┲┵┶┤┦┮┤

8-902-44-37-373
[╄

╉╊
┿╋

┿

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦ 
┵┮┤┯┤, 

┻┩┴┱┲┫┩┰ 
┶┲┴┸, ┨┴┲┦┤
8-902-87-07-883

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿
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╁ぇおぇくしうう
╁けょうすっかう ゃ すぇおしう, くぇ "╁┿╆". 
╃うしこっすつっさに. 8-922-14-79-096.

┿′ «╉けきそけさす» すさっぉせっすしは さうねか-
すっさ. 4-11-45.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

╁ 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.

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ. ╁けいさぇしす けす 
25 ょけ 45 かっす, こさけあうゃぇくうっ ゃ ゅ. 
╀っさひいけゃしおけき. 〈さっぉけゃぇくうは: けこにす 
させおけゃけょはとっえ さぇぉけすに ゃ ]╋╇, 
ゅさぇきけすくけしすぬ, くぇゃにおう さぇぉけすに し 
‶╉, けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, ゃくうきぇすっかぬ-

くけしすぬ. ¨ぉはいぇくくけしすう: けさゅぇくういぇちうは 
さぇぉけすに さっょぇおちうう すっかっおぇくぇかぇ, 
さぇいさぇぉけすおぇ こけかうすうおう うくそけさきぇ-

ちうけくくけゅけ くぇこけかくっくうは こさけゅさぇきき, 
くぇこうしぇくうっ しのあっすけゃ お ねそうさせ. ‶けか-

くぇは いぇくはすけしすぬ. ‶さっょけしすぇゃかはっすしは 
こけかくにえ しけちこぇおっす, ゃにしけおぇは い/こ. 
4-88-88.

〈っかっあせさくぇかうしす. ╁けいさぇしす けす 22 ょけ 
45 かっす, こさけあうゃぇくうっ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃ-

しおけき. 〈さっぉけゃぇくうは: おけききせくうおぇぉっかぬ-
くけしすぬ, きけぉうかぬくけしすぬ, ゅさぇきけすくけしすぬ, 
けぉさぇいけゃぇくうっ くっ くうあっ しさっょくっ-しこっちう-

ぇかぬくけゅけ, けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, せきっくうっ 
さぇぉけすぇすぬ ゃ しさけお, くぇゃにおう さぇぉけすに し 
‶╉. ¨ぉはいぇくくけしすう: しゃけっゃさっきっくくぇは 
こけょゅけすけゃおぇ くけゃけしすっえ, すっおしすけゃ, うく-

すっさゃぬのうさけゃぇくうっ, さぇぉけすぇ ゃ おぇょさっ, 
けいゃせつうゃぇくうっ. ‶けかくぇは いぇくはすけしすぬ. 
╁けいきけあくけ けぉせつっくうっ. ‶さっょけしすぇゃかは-

っすしは こけかくにえ しけちこぇおっす, ゃにしけおぇは い/こ. 
4-88-88.

¨さゅぇくういぇちうう こけ ういゅけすけゃかっくうの しゃっ-

すけこさけいさぇつくにた おけくしすさせおちうえ すさっぉせ-

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

╋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.

┳》╉╈《》′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

でëÜôÖÜ 
öëñßÜñöï　
『[╉『╄》ぉ-

『╄〈』╉‒〈′‶
8-912-60-65-221

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 

• ━┍┃┇┑┄┊┛ ┌〞 ケヱグ┄┊┛
• ─┒└│〞┊┑┄┏
• ┉┊〞┃┍━┘┇┉┇

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-99-142
• ┏〞─┍┑┌┇┉┇ ━ ┉┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ (┅┄┌.)

┿しそぇかぬすうさけゃぇくうっ 
ょゃけさけゃにた せつぇしすおけゃ 

う こけょなっいょくにた 
こせすっえ

8-922-118-77-87

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

╃¨]〈┿╁╉┿ ╉┿╋┿╆¨╋

╁｠╁╄╆╄╋ ╋〉]¨[ ] ╆┿╂[〉╆╉¨╈

8-952-14-01-097

¨すしっゃ
】っぉっくぬ
【‶]
]おぇかぇ
′ぇゃけい

〈けさそ
╆っきかは
‶っさっゅくけえ
╃さっしゃぇ

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぁえそっかぬくにえ こっしけお

www.terra_ekb.ru

┨┲┵┶┤┦┮┤
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 

┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈
8-906-80-17-706
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╉《』【╅╇[╅

[╄
╉╊

┿╋
┿

8-904-38-78-067
ゑ▲çÜ£ ½ÜïÜëí 

ばï¿ÜÇó ïí½Üïçí¿í

 öÜëâ
 ÖíçÜ£
 ôñëÖÜ£ñ½
 Üäó¿
 àñßñÖá
 Üöïñç

 äñïÜ¡
 ï¡í¿í
 ½ëí½ÜëÖí　

¡ëÜü¡í
 ぷ.ぢ.で.
 Ç¿óÖí

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

ÃËÈÍÀ, ÄÐÅÑÂÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÓÃÎËÜ, 

ÀÑÔÀËÜÒ, ÎÏÈË, ØÏÑ.

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

8-902-25-73-049

[╄
╉╊

┿╋
┿

┦ ┿ ┦ ┲ ┫  ┰ ┷ ┵ ┲ ┴ ┤┨〉『』╄╆‶╄!
どÜëâ, ÖíçÜ£,

ôñëÖÜ£ñ½, ÇëÜÖö, 
àñßñÖá, Üöïñç, 

ï¡í¿í, äñïÜ¡, 
Üäó¿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

｠しかい
(せかさそせおけぬけみ)

┄┋┟ ┊┎┐┌─ 
┆┈│┎┒┍┛┕

8-950-65-41-363

[╄
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┿╋
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′ぇゃけい 
おけくしおうえ 

ゃ きっておぇた

[╄
╉╊

┿╋
┿

┶》╉╅【╉』『ょ
ゃ[╉‶』》′‶
ズ ゅさせここぇ ょけこせしおぇ くっ くうあっ 4
ズ いくぇくうっ しうしすっき ゃけょけしくぇぉ-

あっくうは う ゃけょけけすゃっょっくうは, 
すっこかけしくぇぉあっくうは

ズ くぇかうつうっ かっゅおけゃけゅけ 
ぇゃすけきけぉうかは
ズ ぉっい ゃさっょくにた こさうゃにつっお

8-912-61-08-015

8-905-80-17-481

‶[╄╃‶[╇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.

ぢëñÑäëó　öó0 ç Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëíßÜöÜ öëñßÜñöï　 

[《〉【『《]╊『-《｠『╅〉〉¨[ (ëíßÜöí ï½ñÖÖí　).
どñ¿. 4-61-71, £çÜÖóöá ç ëíßÜôññ çëñ½　 

ï 9.00 ÑÜ 17.00 ôíïÜç

Òðåáóþòñÿ:
が ┐─━┎┗┈┅ ┍─ ┏┐┎┈┇│┎┄┑┒│┎ ┋─┊┎┊┐─┑┎┗┍┎┉ ┏┐┎┄┓┊┖┈┈ 
(┌┎┆┍┎ ━┅┇ ┎┏┛┒─ ┐─━┎┒┛);
が ┐─━┎┗┈┅ ┍─ ┎━┙┅┑┒┐┎┈┒┅┋├┍┛┅ ┐─━┎┒┛;
が │┎┄┈┒┅┋├ ┏┎┃┐┓┇┗┈┊─, ┑ ┎┏┛┒┎┌ ┐─━┎┒┛;
が ┝┋┅┊┒┐┎┑│─┐┙┈┊, ┑ ┎┏┛┒┎┌ ┐─━┎┒┛.

Ðàáîòà â ï. Ìîíåòíûé. Òåë. 4-61-71, 
┇│┎┍┈┒├ │ ┐─━┎┗┅┅ │┐┅┌┟ ┑ 9-00 ┄┎ 17-00 ┗─┑┎│
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┿
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]¨¨╀】╄′╇╄ ¨ ′┿╋╄』┿╄╋¨╈ 
》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′¨╈ ╃╄ぅ〈╄╊を′¨]〈╇

¨¨¨ "╊せおけえか-‶っさきくっそすっこさけょせおす",
のさうょうつっしおうえ ぇょさっし: 614068, ゅ. ‶っさきぬ, せか. ╊っくうくぇ, 77, 

うくそけさきうさせっす ゅさぇあょぇく け こさっょしすけはとっき しすさけうすっかぬしすゃっ ぇゃ-

すけいぇこさぇゃけつくけゅけ おけきこかっおしぇ くぇ いっきっかぬくけき せつぇしすおっ こかけとぇ-

ょぬの 2314 き2, さぇしこけかけあっくくけき ゃ こ. ╊けしうくけき ╀っさっいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ こけ せか. 〉さぇかぬしおけえ, 16.

╁ぇてう こさっょかけあっくうは う いぇきっつぇくうは こさけしうき くぇこさぇゃ-
かはすぬ ゃ すっつっくうっ 15 ょくっえ ゅかぇゃくけきせ しこっちうぇかうしすせ こけ 
ねおけかけゅうう ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ ╉うくっゃけえ ¨.╀., 

すっか. (34369) 4-35-55.
[╄╉╊┿╋┿

′ぇ けしくけゃぇくうう しす. 34 ╆╉ [《 う «‶けさはょおぇ こさっょけしすぇゃかっくうは いっ-

きっかぬくにた せつぇしすおけゃ ょかは ちっかっえ, くっ しゃはいぇくくにた しけ しすさけうすっかぬしすゃけき», 
せすゃっさあょっくくけゅけ さってっくうっき ╃せきに わ 73 けす 20.08.09ゅ., ╉けきうすっす こけ 
せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ うくそけさ-

きうさせっす け こけしすせこかっくうう いぇはゃかっくうえ け こさっょけしすぇゃかっくうう いっきっかぬくにた 
せつぇしすおけゃ ょかは ゃっょっくうは かうつくけゅけ こけょしけぉくけゅけ たけいはえしすゃぇ, さぇしこけかけ-

あっくくにた ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき こけ せか. ╁っすっさぇくけゃ, 35; こ. ╋けくっすくけき こけ 
せか. ]すさけうすっかっえ し かっゃけえ しすけさけくに けす あうかけゅけ ょけきぇ わ12; こ. ╊けしう-

くけき こけ せか. ╊せゅけゃけえ, 15; こ. ]ぇさぇこせかおっ ゃ 55 き くぇ のゅ けす あうかけゅけ ょけきぇ 
わ1 こけ せか. ]けゃたけいくけえ, ぇ すぇおあっ いっきっかぬくにっ せつぇしすおう ょかは ゃっょっくうは 
けゅけさけょくうつっしすゃぇ ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき こけ せか. ]けゃっすしおけえ, 66, せか. 《うい-
おせかぬすせさくうおけゃ ゃ 56 き くぇ ゃけしすけお けす あうかけゅけ ょけきぇ わ47ぉ; ゃ こ. ]すぇさけ-

こにてきうくしお ゃ 34 き お のゅせ けす あうかけゅけ ょけきぇ こけ こっさ. ′ぇゅけさくけきせ, 7┿.
[╄╉╊┿╋┿

[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.

[ぇいくけさぇぉけつうっ. 8-902-87-99-331.

′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.

]こっちうぇかうしす こけ さっきけくすせ きけすけちう-

おかけゃ, ぉっくいけこうか, ぉっくいけうくしすさせきっく-

すけゃ. 8-953-04-26-441.

]ゃぇさとうおう-しぉけさとうおう, きけく-
すぇあくうおう しっおちうけくくにた ゃけさけす. 
8-953-38-63-500.

╋っくっょあっさ (すった. けぉさぇいけゃぇくうっ, 
か/ぇ, おけききせくうおぇぉっかぬくけしすぬ). 290-
56-85.

╋っぉっかぬくけきせ こさ-ゃせ: しぉけさとうおう, 
きけくすぇあくうおう ておぇそけゃ-おせこっ, 
おせたけくぬ. 8-904-54-38-087.

¨こっさぇすけさ ‶╉ ゃ けすょっか しぉにすぇ, 
ぉせたゅぇかすっさ くぇ こっさゃうつおせ. 8-909-

01-61-095.

╉かぇょけゃとうお (きせあ.), い/こ 20 す.さ. 
8-912-23-34-526.

┿ょきうくうしすさぇちうう ╀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 すさっぉせっすしは くぇ こけしすけはく-

くせの さぇぉけすせ ぉせたゅぇかすっさ-ねおけくけきうしす 

ゃ けすょっか ぉせたゅぇかすっさしおけゅけ せつっすぇ う けす-
つっすくけしすう. 〈さっぉけゃぇくうは お おぇくょうょぇすぇき: 
けこにす さぇぉけすに ゃ ぉのょあっすくにた けさゅぇくういぇ-

ちうはた, いくぇくうっ こさけゅさぇきき "1]-ぉのょあっす", 
"┿╋╀┿". 4-33-07, 4-33-10.

¨たさぇくくうおう, ′╀‶, こ. ╇いけこかうす. ] 
おゃぇかうそうおぇちうっえ 4-6 さぇいさはょぇ (あっく., 
きせあ.). 8-912-26-69-718.

【ゃっは-くぇょけきくうちぇ しけ しゃけうき けぉけ-

させょけゃぇくうっき. 8-950-19-81-018.

]すけさけあ. 8-912-22-63-145.

╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.

¨¨¨ "》ぇさけく" すさっぉせのすしは: ゃけょう-
すっかぬ, しすけさけあ. 8-922-15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

╂させいつうお-おけきこかっおすけゃとうお. 
¨こにす さぇぉけすに くぇ しおかぇょっ, きせあ. 20-
40 かっす, けそけさきかっくうっ こけ 〈╉ [《, 
[っあっゃしおけえ すさぇおす, ぉぇいぇ "[っしせさし". 
8-912-62-44-409.



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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66219. 〈うさぇあ 2885 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

28 ìàÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

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

Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, 
Ü¿. がñ¡íßëóïöÜç, 27
8-912-28-43-289, 
8 (343) 254-67-03
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Тепли@ы
ïöí¿áÖ▲ñ, 

äÜÑ äÜ¿ó¡íëßÜÖíö
4-6 м

ÑÜïöíç¡í, ÜïöíÖÜç¡í
8-922-61-02-014
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ОКНА
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

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

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

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

1300

14
00

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

╉けゃぇくにっ 
ういょっかうは:

* ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ
* ちゃっすに

{ ╊っしすくうちに, こっさうかぇ 
{ ╆ぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848

[╄
╉╊

┿╋
┿

けす 6500 させぉ.
РеBетки,  заборы,  ворота,  

лестни@ы,  козырCки

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

づぎとずんぜん
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Сейф-?вери, реBетки, 
ворота, 

кованые из?елия
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

(き-く ╉うさけゃしおうえ, 2 ねすぇあ)

[╄
╉╊

┿╋
┿

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.ru

]すせょうは しすうかは 
TREND

┒┉┊〞┃┉〞 – 500 ëÜß.
┋〞┉┇┞┅ – 500 ëÜß.

(ïçíÑñßÖ▲ñ, ÑÖñçÖ▲ñ, 
çñôñëÖóñ, Ñ¿　 ïéñ½Ü¡)

┉┍┌┐┒┊┛┑〞┕┇┞ ┐┑┇┊┇┐┑〞
 – 500 ëÜß.

┏〞─┍┑〞 ┐ ┍─┏〞┆┍┋ 
Üö 700 ëÜß./ôíï

┏〞┆─┍┏ │〞┏┃┄┏┍─〞, 
┐┍┎┏┍━┍┅┃┄┌┇┄ ┌〞 ┗┍┎┇┌│┄, 

┐┍┐┑〞━┊┄┌┇┄ ┉┍┋┎┊┄┉┑┍━, 
┎┍┃─┍┏ 〞┉┐┄┐┐┒〞┏┍━ 

Üö 700 ëÜß./ôíï
╀にすぬ しすうかぬくにき – 

ねすけ TREND!

8-952-73-22-122 [╄
╉╊

┿╋
┿

 3 ó0Ö　 ï 10 ÑÜ 11 ô. ç ゎとがぴ «がëÜ¢ßí» (どñíöëí¿áÖí　, 7)
で¿ÜêÜç▲ñ íääíëíö▲

äëÜó£çÜÑóöñ¿ñú ぜÜï¡ç▲, がíÖóó, ゎñë½íÖóó
£íÜüÖ▲ñ, ¡íë½íÖÖ▲ñ: Üö 3200 ÑÜ 8500 ëÜß., 
îóâëÜç▲ñ íääíëíö▲: Üö 6200 ÑÜ 10500 ëÜß.

ぢñÖïóÜÖñëí½ ï¡óÑ¡í 500 ëÜß.
げíäôíïöó. ゑ▲ñ£Ñ Öí ÑÜ½ äÜ £í　ç¡ñ, öñ¿. 8-922-50-36-315

だô¡ó ぢíÖ¡Üçí – 6000 ëÜß. (ßí¿á£í½ – 400 ëÜß.) Ñ¿　 çÜïïöíÖÜç¿ñÖó　 
£ëñÖó　. んääíëíö ¡ëíïÖÜÇÜ ó£¿ÜôñÖó　 «でäñ¡öë» – 4500 ëÜß. 

ゑóßëÜ½íïïí¢Ö▲ñ äÜ　ïí Ñ¿　 ½íïïí¢í ó ¡Üëëñ¡îóó âóÇÜë▲. 
だöäÜÇóçíöñ¿ó Çë▲£ÜÖÜç Öí 100 ó 500 ½2. 

づÜ¿ó¡Üç▲ú ½íïïí¢ñë «づñ¿í¡ï öÜÖ» - 2600 ëÜß.
だßÜÇëñçíöñ¿á–¡íëöóÖí. が▲ê. öëñÖí¢ñë «でí½Ü£Ñëíç».

ゎëóß ¡ÜäëóÖÜï (äëÜöóç äá　Öïöçí) – ¡Üëï 1500 ëÜß.
ご½ñ0öï　 äëÜöóçÜäÜ¡í£íÖó　. だ£Öí¡Ü½áöñïá ï óÖïöëÜ¡îóñú.
ゑ▲ëñ¢ó Üßé　ç¿ñÖóñ ó äÜ¿Üôó äëó äÜ¡Üä¡ñ ï¡óÑ¡Ü 5%!
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╂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. 
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ – ╇ゅけさぬ 〉]¨╊を『╄╁ – 4-90-34.

╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊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.

БЛОКИ 
из полистеролбетона 

ТЕПЛИЦЫ
СРУБЫ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455
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』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.

[╄
╉╊

┿╋
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╃¨]〈┿╁╉┿

′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは
3-04-45, 8-902-87-05-333

•ぴぎぜぎぞど  
•でぎどとん ¡¿íÑÜôÖí　
•だゎづんぐがぎぞごぎ «ぎÇÜ£í» 
•ゎゑだげがご   •でとだゐぼ  •ぷごぱぎづ
•ぱんぞぎづん   •ゎごぢでだとんづどだぞ    
•とぎづんぜげごど   •ぢぎでだと ëñôÖÜú  
•ぢぎぞだぢずんでど
•どゑごぞゐずだと 
•でばびごぎ でぜぎでご
•だどでぎゑ, べぎゐぎぞぽ  
•ずごでど ÜîóÖ¡ÜçíÖÖ▲ú
•ぢごずだぜんどぎづごんず ½3 - 4900 ë.
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]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

╁くうきぇくうっ,
し 1 うのくは きに 

こっさっっいあぇっき くぇ 
せか. ╊っくうくぇ, 63, 
(╃けき ぉにすぇ, 2 ねすぇあ)

8-909-000-31-41

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

]おうょおぇ くぇ ゃしっ 
おけしすのきに 

10%

〕＄§◎○ ○°£″％◎％↑ ＊％△§☆●◎％
"々ー”ー’ ‘ー’ー｜ー…"

々 ￥§％ ＊＄◎§％□ ＆°§％＆◇＊ ● が ％←§↑ ★☆ きく ％←§↑
★○☆″☆￥％◎ ★○☆℃○°＠＠◇ ￥＊↑ ★☆￥○☆●◎＆☆″

ｋ「 ｜‥〆（┿"
々 ☆●§☆″＄ ★○☆℃○°＠＠※ ‒ ‘〃’～（’ ゅ％●＆◇●●◎″☆ ★＄○＄＠＄▽＄§％↑ ″ ★○☆●◎○°§●◎″＄ょ┻

‐°§↑◎％↑ ★○☆″☆￥↑◎●↑ ぎ ○°£° ″ §＄￥＄＊← ★☆ ぎ △°●°┻
‘○☆℃○°＠＠° ″＆＊←△°＄◎ ″ ●＄′↑ ◎○＄§％○☆″＆◇ ● ◎○＄§＄○☆＠ ★☆ ★°○＆◇○◇┸ ％℃○☆″☆＃ 

◎○＄§％§℃ ● ★●％□☆＊☆℃☆＠ §° ＆☆＠＠◇§％＆°■％％ ％ ″＄○＄″☆△§※＃ ＆◇○● 
● ◎○＄§＄○☆＠ ★☆ →＆●◎○％＠◇┻

‘☆￥○☆′§☆●◎％ ★☆ ◎＄＊＄◆☆§°＠┺ 8-922-15-20-888, 8-922-20-87-776
www.veter-peremen.ru
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〕＄§◎○ ○°£″％◎％↑ ＊％△§☆●◎％
ｋ々ー”ー’ ‘ー’ー｜ー…ｋ

★○＄￥＊°℃°＄◎ ￥＄◎↑＠ ％ ★☆￥○☆●◎＆°＠ ″※＄£￥§※＄ ★○☆＄＆◎※ 

ｋ‖☆″％ ″☆＊§◇ｋ┻
《◎☆ ″☆£＠☆¢§☆●◎〒 ￥＊↑ ″°▲％□ ￥＄◎＄＃ §＄ ◎☆＊〒＆☆ ☆◎￥☆□§◇◎〒┸ 

§☆ ％ ★○％☆′○＄●◎％ ★☆＊＄£§※＄ §°″※＆％ ☆′▽＄§％↑┻

“ げ ％←＊↑ ‒ ”◇○■％↑
“ ぐし ％←＊↑ ‒ 〃￥＊＄○

‘☆￥○☆′§☆●◎％ ★☆ ◎＄＊＄◆☆§°＠┺ 8-922-15-20-888, 8-922-20-87-776

www.veter-peremen.ru
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〉こさぇゃかっくうっ ╅うかうとくけ-おけききせくぇかぬくけゅけ たけいはえしすゃぇ ╀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 こさうゅかぇてぇっす お せつぇしすうの ゃ けすおさにすけき おけくおせさしっ

╆ぇおぇいつうお: 〉こさぇゃかっくうっ あうかうとくけ-おけききせくぇかぬくけゅけ たけいはえしすゃぇ ╀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.
┿ょさっし いぇおぇいつうおぇ: 623702, ゅ.╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 7.
╉けくすぇおすくけっ かうちけ: ]っくちけゃ ┿かっおしぇくょさ ╁ぇしうかぬっゃうつ, すっか/そぇおし (34369) 4-32-50, ねか.ぇょさっし: 

sentsovav@mail.ru
‶さっょきっす おけくおせさしぇ: ¨すぉけさ せこさぇゃかはのとうた けさゅぇくういぇちうえ ょかは せこさぇゃかっくうは きくけゅけおゃぇさすうさくにきう ょけ-

きぇきう, さぇしこけかけあっくくにきう ゃ くぇしっかっくくにた こせくおすぇた ╀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.
╊けすに わ 1-8 う わ 12: ¨すぉけさ せこさぇゃかはのとっえ けさゅぇくういぇちうう ょかは せこさぇゃかっくうは きくけゅけおゃぇさすうさくにきう 

ょけきぇきう ゃ ゅ.╀っさっいけゃしおうえ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう (せしかけゃうは せおぇいぇくに ゃ おけくおせさしくけえ ょけおせきっくすぇちうう);
╊けす わ9: ¨すぉけさ せこさぇゃかはのとっえ けさゅぇくういぇちうう ょかは せこさぇゃかっくうは きくけゅけおゃぇさすうさくにきう ょけきぇきう ゃ こけ-

しっかおっ ╊けしうくにえ, ゅ.╀っさっいけゃしおうえ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう (せしかけゃうは せおぇいぇくに ゃ おけくおせさしくけえ ょけおせきっくすぇ-
ちうう);

╊けす わ10: ¨すぉけさ せこさぇゃかはのとっえ けさゅぇくういぇちうう ょかは せこさぇゃかっくうは きくけゅけおゃぇさすうさくにきう ょけきぇきう ゃ こけ-
しっかおっ ╉っょさけゃおぇ, ゅ.╀っさっいけゃしおうえ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう (せしかけゃうは せおぇいぇくに ゃ おけくおせさしくけえ ょけおせきっくすぇちうう);

╊けす わ11: ¨すぉけさ せこさぇゃかはのとっえ けさゅぇくういぇちうう ょかは せこさぇゃかっくうは きくけゅけおゃぇさすうさくにきう ょけきぇきう ゃ こけ-
しっかおっ ╋けくっすくにえ, ゅ.╀っさっいけゃしおうえ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう (せしかけゃうは せおぇいぇくに ゃ おけくおせさしくけえ ょけおせきっくすぇちうう);

╋っしすけ ゃにこけかくっくうは さぇぉけす, けおぇいぇくうは せしかせゅ: せおぇいぇくに ゃ おけくおせさしくけえ ょけおせきっくすぇちうう.
╃けおせきっくすぇちうは け おけくおせさしっ さぇいきっとっくぇ くぇ しぇえすっ: http://www.berezovskii.ru.
╃けおせきっくすぇちうの け おけくおせさしっ きけあくけ こけかせつうすぬ こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, 

ゅ.╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 7 (こさうっきくぇは), ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 9.00 ょけ 18.00 (こっさっさにゃ し 13.00 ょけ 
14.00) こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう し きけきっくすぇ けこせぉかうおけゃぇくうは ういゃっとっくうは け こさけゃっょっくうう おけくおせさしぇ ょけ ょぇすに 
う ゃさっきっくう くぇつぇかぇ さぇししきけすさっくうは こさっょしすぇゃかっくくにた いぇはゃけお くぇ おけくおせさし. ′ぇ ねかっおすさけくくにた くけしうすっかはた 
ょけおせきっくすぇちうは け おけくおせさしっ こさっょけしすぇゃかはっすしは ぉっしこかぇすくけ.

╋っしすけ, ょぇすぇ う ゃさっきは こさっょしすぇゃかっくうは いぇはゃけお くぇ おけくおせさし: こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう ゃ さぇぉけつうっ 
ょくう し 9.00 ょけ 18.00 (こっさっさにゃ し 13.00 ょけ 14.00) こけ ぇょさっしせ ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ.╀っさっいけゃしおうえ, 
せか. ]すさけうすっかっえ, 7 (こさうっきくぇは), し きけきっくすぇ けこせぉかうおけゃぇくうは けぉなはゃかっくうは ょけ 10.00 つぇしけゃ 29 うのくは 2011 
ゅけょぇ.

╋っしすけ, ょぇすぇ う ゃさっきは くぇつぇかぇ さぇししきけすさっくうは いぇはゃけお くぇ おけくおせさし: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, 
ゅ.╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 7 (こさうっきくぇは) 29 うのくは 2011 し 10.00 つぇしけゃ こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう. 

╋っしすけ, ょぇすぇ う ゃさっきは けおけくつぇくうは さぇししきけすさっくうは いぇはゃけお くぇ おけくおせさし: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉ-
かぇしすぬ, ゅ.╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 7 (こさうっきくぇは) ょけ 9 うのかは 2011ゅ. [╄╉╊┿╋┿

〈けかぬおけ けょうく ょっくぬ! 
30 きぇは し 10 ょけ 18 つぇしけゃ

仝＄＊☆○◇●●＆°↑ ↑○＠°○＆°
”○％＆☆◎°¢ ￥＊↑ ″●＄＃ ●＄＠〒％ 
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