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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, 3 うのくは

¨ぉかぇつくけしすぬ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 
ょくひき +16+18, くけつぬの +15+17

╁っすっさ しっゃっさくにえ, 2-6 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 732 きき さす.しす.

]せぉぉけすぇ, 4 うのくは
¨ぉかぇつくけ, ゃけいきけあくぇ ゅさけいぇ, 

ょくひき +18 +20, くけつぬの +13 +15
╁っすっさ しっゃっさけ-ゃけしすけつくにえ, 2-4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 728 きき さす.しす.

》[¨′╇╉┿ ‶¨╅┿[¨╁
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′╄ せしこっかけ くぇつぇすぬしは かっすけ, おぇお けょうく いぇ ょさせゅうき いぇこにかぇかう こけ-
あぇさに. ╁ おけくちっ きぇは 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 ぉにかけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくけ 28 かっしくにた こぇかけゃ (ゃ こさけ-
てかけき ゅけょせ ゃ ねすけす あっ こっさうけょ うた ぉにかけ 16). ‶かけとぇょぬ ゃけいゅけさぇくうえ 
こけ しさぇゃくっくうの し 2010 ゅけょけき せゃっかうつうかぇしぬ ゃ ょゃぇ さぇいぇ. ╁にゅけさっかけ 
400 ゅっおすぇさけゃ.

╊¨]╇′｠╈

¨ょくけえ うい こさうつうく ゃけいくうおくけゃっ-
くうは いょっしぬ かっしくにた こけあぇさけゃ しすぇかう 
すかっのとうっ し けしっくう ぉけかけすぇ. ╂かぇゃぇ 
こけしっかおぇ ┿かっおしっえ ╋けおさっちけゃ こっさ-
ゃにき くぇつぇか ぉけさけすぬしは しけ しすうたうっえ. 
‶さけてかけえ けしっくぬの しうかぬくけ ゅけさっかう 
すけさそはくうおう, しぇきにっ おさせこくにっ けつぇ-
ゅう こけすせてうかう, ぇ くっぉけかぬてうっ ゃ くぇ-
ょっあょっ くぇ ょけあょう, しくっゅぇ う すぇかにっ 
ゃけょに けしすぇゃうかう. ′け すけさそはくうおう 
くっ こけゅぇしかう. ‶さっょゃうょは けこぇしくけしすぬ, 
┿かっおしっえ ╉けくしすぇくすうくけゃうつ いぇさぇくっっ 
けさゅぇくういけゃぇか きうくっさぇかういぇちうの すけさ-
そけこけかっえ. ╃けゅけゃけさうかしは し こさっょこさう-
くうきぇすっかっき, おけすけさにえ こさっょけしすぇゃうか 
さぇぉけすくうおけゃ う すさぇおすけさ, つすけぉに けこぇ-
たぇすぬ せつぇしすおう. ′け こけきけゅかけ くっ ゃっい-
ょっ. ╁ きぇさすっ う ぇこさっかっ こさけういけてかけ 
ょゃぇ おさせこくにた こけあぇさぇ けおけかけ こけしひか-
おぇ ╀っいさっつくけゅけ, けょうく – けおけかけ ╊せ-
ぉはくけゅけ う ょっゃはすぬ けつぇゅけゃ ゃけいくうおかけ 
せ ╆っかひくけゅけ ょけかぇ. 

╀けかぬてせの すさっゃけゅせ ゃにいゃぇかう 
かっしくにっ こぇかに, こさけういけてっょてうっ ゃけ 
ゃさっきは きぇえしおうた ゅせかはくうえ. ′ぇ 45 
おうかけきっすさっ くぇ ゃなっいょっ ゃ ╊けしうくにえ 
ゃにゅけさっかけ こけさはょおぇ 20-25 ゅっおすぇ-
さけゃ. 〈ぇおけえ あっ こけ こかけとぇょう こけあぇさ 
ゃけいくうお けおけかけ ╋ぇかうくけゃおう. ╃ぇつくうお 
ゃ ゃっすさっくせの う しせたせの こけゅけょせ くぇつぇか 
しあうゅぇすぬ きせしけさ ゃけ ょゃけさっ. ╁っすっさ 
こっさっくひし こかぇきは いぇ けゅけさけょ, こけ しせたけ-
しすけの けゅけくぬ いぇ しつうすぇくくにっ きうくせすに 

さぇしこさけしすさぇくうかしは ょけ かっしぇ. ┿さっく-
ょぇすけさ かっしくけゅけ せつぇしすおぇ ゃきっしすっ しけ 
しゃけうきう さぇぉけすくうおぇきう こさうしすせこうかう 
お すせてっくうの けゅくは, けこっさぇすうゃくけ こけょ-
おかのつうかうしぬ きっしすくにっ こけあぇさくにっ う 
けおけかけ ょゃぇょちぇすう ょけぉさけゃけかぬちっゃ. 

– ぁすけ ぉにか くういけゃけえ こけあぇさ, – 
さぇししおぇいにゃぇっす ゅかぇゃぇ ╊けしうくけゅけ 
┿かっおしっえ ╋けおさっちけゃ, – くけ せとっさぉ 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけきせ かっしくけきせ そけくょせ 
すけあっ くぇくっしひく くっきぇかにえ. ]ゅけさっかう 
きけかけょにっ しけしくに う さっょおうっ おっょさに. 

╉ すけさそはくうおぇき しおけさけ ょけぉぇゃう-
かうしぬ くっこけゅぇてっくくにっ おけしすさに う くっ 
いぇすせてっくくにっ けおせさおう. 〈ぇおあっ, しつう-
すぇのす しこっちうぇかうしすに, ゃ ゃけいくうおくけゃっ-
くうう こけあぇさけゃ っしすぬ おけしゃっくくぇは ゃうくぇ 
う あっかっいくけょけさけあくうおけゃ, おけすけさにっ 
くっ こさけゃけょはす けすあうゅ しせたけえ すさぇゃに 
ゃょけかぬ きぇゅうしすさぇかっえ. [ぇくぬてっ すぇおぇは 
きっさぇ こさっこはすしすゃけゃぇかぇ さぇしこさけしすさぇ-
くっくうの けゅくは. 

‶け けこっさぇすうゃくにき しゃけょおぇき, しっえ-
つぇし くぇ すっささうすけさうう ╊けしうくけゅけ ゃしひ 
いぇすせてっくけ.

╉╊ぃ』╄╁]╉
]ぇきにえ おさせこくにえ かっしくけえ こけあぇさ 

ゃしこにたくせか ょっゃはすけゅけ きぇは. 
– ‶けしかっ けぉっょぇ, おけゅょぇ いぇおけくつう-

かうしぬ こさぇいょくうつくにっ きっさけこさうはすうは, 
きくっ こけいゃけくうかう う しおぇいぇかう, つすけ 
いぇゅけさっかしは かっし せ ゃなっいょぇ, – さぇししおぇ-
いにゃぇっす ゅかぇゃぇ すっささうすけさうぇかぬくけゅけ 
けすょっかぇ ぇょきうくうしすさぇちうう ゃ ╉かのつっゃ-
しおっ ╂ぇかうくぇ 〉こけさけゃぇ. – ぅ すせす あっ 
しけけぉとうかぇ けぉ ねすけき こけあぇさくにき う 
こけったぇかぇ くぇ きっしすけ. ╋に ぉけさけかうしぬ し 
けゅくひき, こけおぇ くっ こさうぉにかう さぇしつっすに 
けゅくっぉけさちっゃ うい ╀っさひいけゃしおけゅけ.

«‶けあぇさくにえ しこっちくぇい» さぇぉけすぇか 
ょけ ょっしはすう つぇしけゃ ゃっつっさぇ, ぇ ゃ ょゃぇ 
つぇしぇ くけつう ╂ぇかうくせ ╇ゃぇくけゃくせ しくけゃぇ 
さぇいぉせょうかう. ′ぇ ねすけす さぇい こかぇきは けた-
ゃぇすうかけ しせたけしすけえ ゃょけかぬ [っあっゃしおけえ 
すさぇししに.   

– ╁ ねすけす さぇい は けつっくぬ ぉっしこけおけ-
うかぇしぬ いぇ くぇて こけしひかけお う ╊けしう-
くにえ, すぇお おぇお けゅけくぬ くっ くぇ てせすおせ 

さぇいけてひかしは, – ゃしこけきうくぇっす ╂ぇかうくぇ 
〉こけさけゃぇ. 

╀せおゃぇかぬくけ くぇおぇくせくっ こさぇいょくうおぇ, 
8 きぇは, ぇさっくょぇすけさに こさけゃっかう けこぇて-
おせ ゃょけかぬ [っあっゃしおけゅけ すさぇおすぇ, つすけ-
ぉに ゃ しかせつぇっ つっゅけ けゅけくぬ くっ こけてひか 
ゃ しすけさけくせ ╊けしうくけゅけ. ぁすけ う しこぇしかけ.    

╋¨′╄〈′｠╈
╆ょっしぬ ゃ きぇえしおうっ こさぇいょくうおう くぇ-

つぇかしは すさぇゃはくけえ こけあぇさ. ′け 】っぉひ-
くけつくにえ いぇゃけょ けぉっしこっつうか しゃけっゃさっ-
きっくくにえ こけょゃけい ゃけょに, ぇ きっしすくにっ 
こさっょこさうくうきぇすっかう こけょおかのつうかうしぬ 
お すせてっくうの すけさそはくうおぇ, つっさっい おけ-
すけさにえ こさけかっゅぇっす ゅぇいけこさけゃけょ ゃに-
しけおけゅけ ょぇゃかっくうは. 《っさきっさに こさけ-
ういゃけょうかう けこぇておせ すっささうすけさうう, 
こさっょけすゃさぇとぇは さぇしこさけしすさぇくっくうっ 
けゅくは くぇ つぇしすくにえ しっおすけさ. ┿おすうゃくけ 
こけきけゅぇかう かっしくうつうっ. 

╁ ╊うこけゃおっ けゅけくぬ うい かっしぇ くっ ゃに-
てっか くぇ すっささうすけさうの こけしひかおぇ すけかぬ-
おけ ぉかぇゅけょぇさは ぉょうすっかぬくけしすう っゅっさは 
う きっしすくにき あうすっかはき, おけすけさにっ ゃしの 
くけつぬ ぉけさけかうしぬ し けゅくひき.  〉すさけき こけ 
[っあっゃしおけえ すさぇししっ こさけっいあぇかぇ こけ-
あぇさくぇは きぇてうくぇ うい ┿しぉっしすぇ. ╆ぇきっ-
すうゃ ょにき, さぇしつっす しゃっさくせか ゃ しすけさけくせ 
こけしひかおぇ, う こけきけゅ いぇすせてうすぬ けゅけくぬ. 

╁しっ ゅかぇゃに こけしひかおけゃ ぉかぇゅけょぇさはす 
╀っさひいけゃしおけっ かっしくうつっしすゃけ, おけすけさけっ, 
くっしきけすさは くぇ しおせょくけっ そうくぇくしうさけ-
ゃぇくうっ, けすしせすしすゃうっ しこっちすったくうおう う 
けつっくぬ くっぉけかぬてけえ てすぇす, しきけゅかけ けさ-
ゅぇくういけゃぇすぬ しかぇあっくくせの さぇぉけすせ こけ 
ゃにはゃかっくうの う すせてっくうの こけあぇさけゃ.

╃うさっおすけさ かっしくけゅけ ゃっょけきしすゃぇ 
╁ぇしうかうえ ‶けょっさゅうく こっくはっす くぇ すけ, 
つすけ しっえつぇし くっす しこっちうぇかぬ-
くけえ けたさぇくに. 

ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 
ÄÅÂÎ×ÊÀ ÐÎÑÑÈÈ – 

ÁÅÐÅÇÎÂ×ÀÍÊÀ!

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
27 きぇは こさけてひか ╁しっさけししうえしおうえ そうくぇか おけくおせさしぇ «╋ぇかっくぬおぇは おさぇしぇ-

ゃうちぇ [けししうう-2011», ゃ おけすけさけき こさうくはかう せつぇしすうっ 39 ょっゃけつっお うい 23 ゅけ-
さけょけゃ [けししうう.

《うくぇか こさけてひか ゃ 〈『 «¨しすぇくおうくけ» ゃ おけくちっさすくけき いぇかっ «╉けさけかっゃ-
しおうえ». ╁ あのさう おけくおせさしぇ ぉにかう こさっょしすぇゃうすっかう てけせ-ぉういくっしぇ う かのょう うし-
おせししすゃぇ, ゃういうすけき こけさぇょけゃぇかぇ ╄かっくぇ 》ぇくゅぇ しけ しゃけっえ ょけつっさぬの, おけすけさぇは 
ぉにかぇ しけゃっょせとっえ おけくおせさしぇ.

╁ うすけゅっ − 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, くけしはとぇは すうすせか «╋ぇ-
かっくぬおぇは おさぇしぇゃうちぇ 〉さぇかぇ», こさういくぇくぇ かせつてっえ! 

╁うおぇ こけおぇいにゃぇかぇ すゃけさつっしおうえ くけきっさ − すぇくっち «╉けしきうつっしおぇは 
かっょう», ょっそうかっ ゃ きけょくけえ けょっあょっ う ゃういうすおせ ゃ くぇちうけくぇかぬくけき おけ-
しすのきっ. ╁うおすけさうは こけかせつうかぇ ╂さぇく-こさう おけくおせさしぇ, しっさっぉさはくせの おけさけ-
くせ し しぇこそうさぇきう, ぇ すぇおあっ けくぇ こけっょっす ゃ けおすはぉさっ 2011 ゅけょぇ こさっょ-
しすぇゃかはすぬ [けししうの くぇ ╋っあょせくぇさけょくけき おけくおせさしっ «╋ぇかっくぬおぇは きうしし 
╋うさぇ-2011».

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
1882 ゅけょ – せきっさ うすぇかぬはくしおうえ 

さっゃけかのちうけくっさ ╃あせいっここっ ╂ぇさう-
ぉぇかぬょう.

1897 ゅけょ – ゃ [けししうえしおけえ うき-
こっさうう いぇおけくけょぇすっかぬくけ いぇこさっ-
とひく ゃけしおさっしくにえ すさせょ.

1946 ゅけょ – ゃ ╇すぇかうう せこさぇいょ-
くはっすしは きけくぇさたうは. 
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〉ゃぇあぇっきにっ ぉっさっいけゃつぇくっ!

╇しおさっくくっ こけいょさぇゃかはっき ゃぇし 
し ╋っあょせくぇさけょくにき ょくひき いぇとうすに ょっすっえ! 

╃っすう – しぇきけっ ちっくくけっ, つすけ っしすぬ せ かのぉけえ くぇちうう. ]ょっかぇすぬ うた ょっす-
しすゃけ ぉっいいぇぉけすくにき, しけちうぇかぬくけ いぇとうすうすぬ うた – ゃけす いぇょぇつぇ かのぉけゅけ ゅけしせ-
ょぇさしすゃぇ! ‶けょさぇしすぇのとっっ こけおけかっくうっ – くぇてっ ぉせょせとっっ. ╋に, ゃいさけしかにっ, 
ょけかあくに こさうかぇゅぇすぬ  ゃしっ せしうかうは, つすけぉに ゃけしこうすぇすぬ せきくにた, ょけぉさにた かの-
ょっえ, くぇしすけはとうた ゅさぇあょぇく しゃけっゅけ ¨すっつっしすゃぇ!

¨しけぉにっ しかけゃぇ ぉかぇゅけょぇさくけしすう – さけょうすっかはき, ぉぇぉせておぇき, ょっょせておぇき, 
こっょぇゅけゅぇき, ゃしっき, おすけ ゃおかぇょにゃぇっす しゃけう しうかに う ょせてせ ゃ くぇてうた ょっすっえ, 
しすさっきうすしは ゃけしこうすぇすぬ くぇしすけはとせの かうつくけしすぬ. 

╁ ねすけす いぇきっつぇすっかぬくにえ こさぇいょくうお きに けす ゃしっえ ょせてう あっかぇっき ぉっさっいけゃ-
つぇくぇき しつぇしすぬは, いょけさけゃぬは, かのぉゃう う ょけしすぇすおぇ. ╀っさっゅうすっ しゃけうた ょっすっえ, 
いぇとうとぇえすっ うた, せゃぇあぇえすっ うた!

╇.け. ╂かぇゃに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ╇.╁. ╉ぇさこけゃ
‶さっょしっょぇすっかぬ ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 

╄.]. ╂けゃけさせたぇ

╉┿╉ ╅╇╁┱【を, ‶¨]┱╊¨╉?

РЕМОНТ ПОЛИКЛИНИКИ ЗАВЕРШАЕТСЯ
╁ ╋けくっすくけき いぇゃっさてぇっすしは 

さっきけくす かっつっぉくけゅけ おけさこせしぇ 
こけかうおかうくうおう わ2. ′ぇこけきくうき: 
しせょっぉくにっ こさうしすぇゃに いぇおさにかう こけ-
しっかおけゃせの いょさぇゃくうちせ し こっさゃけ-
ゅけ ぇこさっかは うい-いぇ くっしけぉかのょっくうは 
こさぇゃうか こけあぇさくけえ ぉっいけこぇしくけしすう. 
╋っしすくにっ こさっょこさうくうきぇすっかう ゃに-
ょっかうかう ょっくぬゅう, つすけぉに せしすさぇくうすぬ 
すさっぉけゃぇくうは こけあぇさくにた. 

]っえつぇし さっきけくす くぇ ゃすけさけき ねすぇあっ 
かっつっぉくけゅけ おけさこせしぇ ぉかういうすしは お おけく-
ちせ. ╉ぇお さぇししおぇいぇか くぇき いぇゃっょせのとうえ 
こけかうおかうくうおけえ ゃ こけしひかおっ ╋けくっすくけき 
′うおけかぇえ ╉うくょさぇしぬ, しけぉさぇくくにた ょっ-
くっゅ ょぇあっ たゃぇすうかけ くぇ くけゃせの きっぉっかぬ. 

′っょぇゃくけ ゃっさくせかぇしぬ ゃ しゃけえ さけょ-
くけえ おぇぉうくっす けおせかうしす, おけすけさせの 
くぇ ゃさっきは さっきけくすぇ こっさっしぇょうかう ゃ 
くけゃけっ いょぇくうっ ¨╁‶. ╆ぇさぇぉけすぇかぇ 
そかのけさけゅさぇそうは う しこっちうぇかういうさけ-
ゃぇくくにっ おぇぉうくっすに. 

′っ さってぇっすしは こけおぇ ゃけこさけし し 
すっさぇこっゃすうつっしおうき けすょっかっくう-
っき, おけすけさけっ さぇしこけかぇゅぇっすしは くぇ 
すさっすぬっき ねすぇあっ こけかうおかうくうおう 
わ2. ╄ゅけ すけあっ けこっつぇすぇかう こけ 
すさっぉけゃぇくうの こけあぇさくにた, ぇ ぇょ-
きうくうしすさぇちうは ╀っさひいけゃしおけえ ちっく-
すさぇかぬくけえ ゅけさけょしおけえ ぉけかぬくうちに 
こさうくはかぇ さってっくうっ っゅけ ゃさっきっくくけ 
いぇおさにすぬ.

┿╉『╇ぅ «『╁╄〈〉】╇╈ ╂¨[¨╃»

┵ ┯╂┥┲┦╀╂ ┦ ┵┩┴┨┺┩, ┵┦┲┬┰┬ ┴┷┮┤┰┬
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
– [ぇししぇょせ かせつてっ こけさぇくぬてっ, 

ゃ おけくちっ きぇは, さぇいょぇゃぇすぬ, ぇ くっ 
あょぇすぬ うのくは. 

〈ぇおけっ こさっょかけあっくうっ こさけいゃせつぇかけ 
せあっ くぇ こっさゃにた きうくせすぇた ゃしすさっつう 
ぇおすうゃうしすけゃ ぇおちうう «『ゃっすせとうえ ゅけ-
さけょ» う っひ けさゅぇくういぇすけさけゃ, こさけ-
てっょてっえ こけいぇゃつっさぇ ゃけ ╃ゃけさちっ 
きけかけょひあう. 

〈っくょっさ くぇ こけしすぇゃおせ さぇししぇ-
ょに くにくつっ ゃにうゅさぇかう つっかはぉうく-
ちに. ╄しすぬ けこぇしっくうっ, つすけ うき くっ 
せょぇしすしは ゃにょっさあぇすぬ さぇくっっ しけ-
しすぇゃかっくくにえ ゅさぇそうお, すっき くっ 
きっくっっ, こっさゃぇは こぇさすうは さぇしすっ-
くうえ こさうぉせょっす しっょぬきけゅけ うのくは, 
けくぇ ょけしすぇくっすしは けさゅぇくういぇちうはき, 
さぇしこけかけあっくくにき くぇ ゅけしすっゃけき 
きぇさてさせすっ (ゃにょぇゃぇすぬ さぇししぇょせ 
ぉせょせす ゃ ]¨╉ «╊うょっさ»). 〉つぇしす-
くうおう しけぉさぇくうは こさっょかけあうかう  
すぇおあっ ゃ しかっょせのとっき ゅけょせ ゃに-
しぇあうゃぇすぬ くっ すけかぬおけ ちゃっすに, くけ 
う くういおけさけしかにっ ょっおけさぇすうゃくにっ 
おせしすぇさくうおう. ┿おちうは し おぇあょにき 
さぇいけき しすぇくけゃうすしは ゃしひ きぇしてすぇぉ-
くっっ, っひ ねそそっおす – ゃしひ いくぇつうきっえ, 
こけねすけきせ くっ かうてくうきう ぉせょせす う 
ぉっしこかぇすくにっ しっきうくぇさに こけ かぇくょ-
てぇそすくけきせ ょういぇえくせ: けさゅぇくう-
いぇすけさに ょゃうあっくうは けぉっとぇのす うた 
くぇ ぉせょせとうえ しっいけく. ┿ ゃけす し ゃぇさ-
ゃぇさしすゃけき くぇてうた あうすっかっえ けくう 

ぉっししうかぬくに ぉけさけすぬしは: くぇさけょ 
ぉっししけゃっしすくけ ゃけさせっす おぇいひくくせの 
さぇししぇょせ, せあっ こさうあうゃてせのしは ゃけ 
ょゃけさぇた, くぇ せかうちぇた, おさけきっ すけゅけ, 
ゃにゅさっぉぇっす いっきかの し おかせきぉ. ╁ 
しゃけひ ゃさっきは こけしすぇゃおせ いっきかうちに 
きせくうちうこぇかうすっす すけあっ ぉさぇか くぇ 
しっぉは, しっえつぇし けくぇ こけょけさけあぇかぇ, 
こけねすけきせ ねくすせいうぇしすぇき こさうょひすしは 
ょけしすぇゃぇすぬ こけつゃせ しぇきうき うかう… 
おぇさぇせかうすぬ ゃけさうてっお. 

]けすゃけさひくくせの おさぇしけすせ うかう, くぇ-
けぉけさけす, ぉっいけぉさぇいうは きけあくけ いぇこっ-
つぇすかっすぬ くぇ しくうきおぇた う けすこさぇゃうすぬ 
くぇ そけすけおけくおせさし. ╇すけゅう っゅけ ぉせょせす 
こけょゃっょっくに ゃ しっくすはぉさっ. ╊のぉうすっ-
かっえ う こさけそっししうけくぇかけゃ あょせす ゃ 
おぇぉうくっすっ わ401 ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀╂¨. ‶けょっかうすぬしは そけすけゅさぇそうはきう, 
ぇ すぇおあっ ゃこっつぇすかっくうはきう, せいくぇすぬ 
けぉなはゃかっくうは う いぇょぇすぬ ゃけこさけしに 
きけあくけ う ゃ しけちうぇかぬくにた しっすはた 
«¨ょくけおかぇししくうおう» う «╁ おけくすぇお-
すっ»: すっこっさぬ ゃ くうた けすおさにすぇ ゅさせこ-
こぇ «╀っさひいけゃしおうえ – ちゃっすせとうえ 
ゅけさけょ». 

′け せあっ ゃすけさけゅけ うのかは, ゃ ╃っくぬ 
ゅけさけょぇ, ゃ 16 つぇしけゃ, かのぉうすっかう 
そかけさに しきけゅせす いぇはゃうすぬ け しっぉっ くぇ 
ちゃっすけつくけき おぇさくぇゃぇかっ, おけすけさにえ 
くにくつっ こさけえょひす こけょ かけいせくゅけき 
«] かのぉけゃぬの  ゃ しっさょちっ, しゃけうきう 
させおぇきう ちゃっすせとうき ゅけさけょ しょっ-

かぇっき しぇきう!» ┿ すっきぇ てっしすゃうは – 
«『ゃっすけつくにえ おぇさくぇゃぇか くぇさけょけゃ 
きうさぇ». ╃かは っとひ さぇいょせきにゃぇのとうた 
しけけぉとぇっき: しせこっさこさうい しけしすぇゃうす 
70 すにしはつ させぉかっえ. ╃け 30 うのくは 
くぇょけ しけけぉとうすぬ け しゃけひき せつぇしすうう 
こけ すっかっそけくせ 43027, こけすけき こけょ-
ゅけすけゃうすぬ すぇぉかうつおせ し くぇいゃぇくうっき 
こさっょこさうはすうは, しけけぉさぇいうすぬ かけいせく-
ゅう, ょっゃういに, しかけゅぇくに, けすさぇあぇの-
とうっ うょっの ぇおちうう. 

╁しすさっつぇ ゃにいゃぇかぇ ょうしおせししうの: 
きぇさてさせす てっしすゃうは おぇさくぇゃぇ-
かぇ けしすぇゃうすぬ こさっあくうき うかう しけ-
おさぇすうすぬ っゅけ? ╃っかけ ゃ すけき, つすけ 
ょっすはき すさせょくけ けょけかっすぬ ぉけかっっ 
おうかけきっすさけゃけゅけ けすさっいおぇ こせすう 
こけ あぇさっ ゃ すぇくちぇた, し そかぇゅぇきう, 
ぉせおっすぇきう う こさけつうき ぇくすせさぇあっき. 
¨さゅぇくういぇすけさに ぇおちうう けぉっとぇかう 
こさけょせきぇすぬ くっ すけかぬおけ ゃぇさうぇくすに 
きぇさてさせすけゃ ょかは ゃいさけしかにた う ょっ-
すっえ, くけ う ちっさっきけくうの くぇゅさぇあょっ-
くうは, お おけすけさけえ せ いさうすっかっえ っしすぬ 
こさっすっくいうう.

┿ しっえつぇし – いぇ さぇぉけすせ! 
‶せしすぬ けくぇ しょっかぇっす ╀っさひ-
いけゃしおうえ はさつっ, けこすうきう-
しすうつくっっ, ゅけしすっこさううきくっっ. 
》けすうすっ しすぇすぬ ゃ さはょに せつぇしす-
くうおけゃ ぇおちうう? [っゅうしすさぇちうは 
こさけょけかあぇっすしは: すっかっそけく 
43027.

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

] ╋╄]〈┿ ╁ ╉ぃ╁╄〈
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
╁ おけくちっ きぇは くぇ ぇゃすけょけさけゅっ 

╄╉┿╃ きっあょせ そかぇあおぇきう し ちうそ-
さぇきう 20 う 21 ゃけょうすっかぬ ╉┿╋┿╆ぇ, 
ゅさせあひくけゅけ こっしおけき, こさっゃにしうか 
しおけさけしすぬ くぇ さけゃくけき う ぉかぇゅけ-
こけかせつくけき せつぇしすおっ ょけさけゅう. ‶さう 
せゅさけいっ しすけかおくけゃっくうは し ょさせゅうき 
ぇゃすけきけぉうかっき ゃけょうすっかぬ ‶けかうすにおけ 
こけこにすぇかしは すけさきけいうすぬ, くけ こっしつぇ-
くにえ ╉┿╋┿╆ せこさはきけ てひか くぇ すぇさぇく. 
‶けしかっ こっさっしっつっくうは しこかけてくけえ 
う ゃにっいょぇ くぇ こけかけしせ ゃしすさっつくけゅけ 
ょゃうあっくうは きぇてうくぇ こさけぉうかぇ おせ-
いけゃ ╂┿╆っかう, ったぇゃてっえ こけ ゃしすさっつ-
くけえ こけかけしっ, しおぇすうかぇしぬ し けぉけつうくに 
つっさっい ぉけさょのさくけっ けゅさぇあょっくうっ う 
させたくせかぇ ゃ おのゃっす, さぇししにこぇゃ こっし-
つぇくにっ こさうこぇしに.

╁けょうすっかぬ ╉┿╋┿╆ぇ くっ こけ-
しすさぇょぇか. ╁けょうすっかぬ ╂┿╆っかう し 
しけすさはしっくうっき ゅけかけゃくけゅけ きけいゅぇ 
う せてうぉけき ゅさせょくけえ おかっすおう ぉにか 
けしきけすさっく ゃ 『╂╀ う けすこせとっく 
ょけきけえ. ‶ぇししぇあうさ し いぇおさにすけえ 
つっさっこくけ-きけいゅけゃけえ すさぇゃきけえ ゅけ-
しこうすぇかういうさけゃぇく.

[ぇくけ せすさけき ょゃっ ょぇきに こさけ-
ぉうさぇかうしぬ こけ こさけしすけさぇき こけしひか-
おぇ ]ぇさぇこせかおう ゃ くぇこさぇゃかっくうう 
╀っかけはさしおけゅけ ゃけょけたさぇくうかうとぇ 
くぇ 【おけょっ ╈っすう. ‶さう こけゃけさけ-
すっ けおけかけ ょけきぇ わ20 くぇ せかうちっ 
╀っさひいけゃしおけえ ゅさぇあょぇくおぇ ╊っ-
おけきちっゃぇ, くっ しこさぇゃうゃてうしぬ しけ 
しおけさけしすぬの, しなったぇかぇ し ょけさけゅう 
ゃ しすけかぉ ╊ぁ‶. ╁けょうすっかぬくうちぇ う 
こぇししぇあうさおぇ こけしすさぇょぇかう けょう-
くぇおけゃけ: しけすさはしっくうっ ゅけかけゃくけゅけ 
きけいゅぇ う いぇおさにすぇは つっさっこくけ-
きけいゅけゃぇは すさぇゃきぇ. ╃ぇきに ゅけしこう-
すぇかういうさけゃぇくに.

′ぇ 24 おうかけきっすさっ ╄╉┿╃ぇ  
ゅさぇあょぇくうく 【うかけ くぇ ╇╅-2126-
030 こさう こけゃけさけすっ くっこさぇゃうかぬ-
くけ ゃにぉさぇか しおけさけしすぬ ょゃうあっくうは, 
しおぇすうかしは ゃ おのゃっす う こっさっゃっさ-
くせかしは. ╉ぇお けすきっすうかう こけかうちっえ-
しおうっ, くぇ きぇてうくっ しすけはかぇ さっいうくぇ 
さぇいくにた きぇさけお う ゃうょけゃ, つすけ う 
しこけしけぉしすゃけゃぇかけ ╃〈‶. ╁けょうすっかぬ 
こけかせつうか しけすさはしっくうっ きけいゅぇ う 
せてうぉ ゅさせょくけえ おかっすおう.

]‶¨[〈

ÊÎÐÎÍÍÛÅ ÄÈÑÒÀÍÖÈÈ
╁かぇょうしかぇゃ ‶╄〈[¨╁, すさっくっさ ╃ぃ]【

╉╇〈┿╈, ╉けかせきぉうは, 《うくかはくょうは, 《さぇくちうは, ╂っさきぇくうは, ╂けか-
かぇくょうは, ‶けかぬてぇ, [けししうは, ╇しこぇくうは, ╀っかぬゅうは, ╇すぇかうは, ╇く-

ょけくっいうは – しこけさすしきっくに 20 しすさぇく こさっょしすぇゃかはかう しゃけう おかせぉに くぇ 
つっすゃひさすけき う こはすけき ねすぇこぇた おせぉおぇ きうさぇ こけ こかぇゃぇくうの ゃ かぇしすぇた.

╂っさきぇくしおうえ ねすぇこ, こさけたけょうゃてうえ 
ゃ しっさっょうくっ きぇは ゃ ╊っえこちうゅっ, こさう-
くひし くぇてうき こけょゃけょくうおぇき てっしすぬ 
いけかけすにた きっょぇかっえ! ╃うしすぇくちうう 200, 
400 う 800 きっすさけゃ ゃにうゅさぇか ╄ゃゅっ-
くうえ ]きうさくけゃ, ぇ しさっょう ょっゃせてっお 
しうかぬくっえてっえ くぇ 50 きっすさけゃ くにさは-
くうっ, 50  う 100 きっすさけゃ ゃ おかぇししうつっ-
しおうた かぇしすぇた ぉにかぇ ¨かぬゅぇ ╉けさっくっゃ-
しおぇは. ‶さうつひき くぇてぇ ゃけしこうすぇくくうちぇ 
せしすぇくけゃうかぇ さっおけさょ きうさぇ くぇ こけか-
すうくくうおっ. 

╇しこぇくしおうえ ねすぇこ くぇ ‶ぇかぬきぇ-
ょっ-╋ぇえけさおぇ, しすぇさすけゃぇゃてうえ 20 
きぇは, すぇおあっ くっ けぉけてひかしは ぉっい 
さっおけさょけゃ きうさぇ. ¨かぬゅぇ けぉくけゃうかぇ 

しゃけひ あっ ょけしすうあっくうっ ゃ しすけきっ-
すさけゃおっ ゃ おかぇししうつっしおうた かぇしすぇた, 
いぇゃけっゃぇゃ いけかけすけ う くぇ 50 きっすさけゃ, 
ぇ すぇおあっ ゃ ねしすぇそっすっ 4た100 きっ-
すさけゃ. ╄. ]きうさくけゃ し はゃくにき こさっ-
うきせとっしすゃけき こっさっょ しけこっさくうおぇきう 
ょけぉにか けつっさっょくにっ すさう いけかけすにっ 
くぇゅさぇょに くぇ しゃけうた おけさけくくにた 
ょうしすぇくちうはた. 

]っえつぇし こかけゃちに ゅけすけゃはすしは お ゃに-
しすせこかっくうはき くぇ つっきこうけくぇすっ [けし-
しうう, こけ うすけゅぇき おけすけさけゅけ ぉせょっす 
しそけさきうさけゃぇくぇ けしくけゃくぇは しぉけさくぇは 
しすさぇくに くぇ つっきこうけくぇす きうさぇ. ╁っ-
さうき, ゃ くっひ ゃけえょせす う ぉっさひいけゃしおうっ 
しこけさすしきっくに. 

′ぇ こっさゃけえ しすせこっくぬおっ  
こぬっょっしすぇかぇ – しくけゃぇ 
╄ゃゅっくうえ ]きうさくけゃ

┦┳┩┴┦┿┩ ┦ ┥┩┴┖┫┲┦┵┮┲┰ ┰┤┯┿┩ ┲┯┬┰┳┬┭┵┮┬┩ ┬┧┴┿!
╁ さぇきおぇた こさぇいょくけゃぇくうは ╃くは ゅけさけょぇ 2 うのかは くぇ 

しすぇょうけくっ «╂けさくはお» ゃこっさゃにっ しけしすけはすしは ╋ぇかにっ ̈ かうき-
こうえしおうっ うゅさに.  ]けしすぇゃ おけきぇくょに ゃけしっきぬ つっかけゃっお (4 
きせあ. + 4 あっく.). ╁けいさぇしす せつぇしすくうおけゃ しすぇさてっ 18 かっす. 
╆ぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ こさうくうきぇのすしは ょけ 30.06.11 ゃ ╋〉 
]¨╉ «╊うょっさ», おけくす. すっか.: 8 (34369) 4-37-73. ╆ぇしっょぇ-
くうっ しせょっえしおけえ おけかかっゅうう しけしすけうすしは 30 うのくは ゃ 15:00 
つぇしけゃ ゃ ╋〉 ]¨╉ «╊うょっさ». 

╁ こさけゅさぇききっ こさぇいょくうおぇ: すけさあっしすゃっくくけっ けすおさにすうっ 
– いぇああっくうっ けかうきこうえしおけゅけ けゅくは, さうすせぇか おかはすゃに しせ-

ょぬう, せつぇしすくうおぇ, こけょくはすうっ そかぇゅぇ; しけさっゃくけゃぇくうは – ゃ 
こさにあおぇた ゃ ょかうくせ し きっしすぇ, こけ こかはあくけきせ ゃけかっえぉけかせ, 
しすさっかぬぉっ, すけかおぇくうの はょさぇ, かっゅおけぇすかっすうつっしおけえ ねしすぇ-
そっすっ; さうすせぇか くぇゅさぇあょっくうは う きくけゅけっ ょさせゅけっ. 

‶ぇさぇかかっかぬくけ こさけゃけょうすしは う けちっくうゃぇっすしは おけくおせさし 
ぉけかっかぬとうおけゃ! 

╁しった せつぇしすくうおけゃ あょせす こけょぇさおう し けかうきこうえしおけえ 
しうきゃけかうおけえ.

〈けさあっしすゃっくくけっ けすおさにすうっ ╋ぇかにた ¨かうきこうえしおうた 
うゅさ しけしすけうすしは くぇ しすぇょうけくっ «╂けさくはお» ゃ 12:00 つぇしけゃ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

╉¨′╉〉[] ′┿ ¨‶[╄╃╄╊╄′╇╄ 〈┿╊╇]╋┿′┿ ╋┿╊｠》 
¨╊╇╋‶╇╈]╉╇》 ╇╂[ ╁ ╂. ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╋

¨さゅぇくういぇすけさ おけくおせさしぇ – けすょっか こけ そういうつっしおけえ おせかぬすせさっ う しこけさすせ.
╃けこけかくうすっかぬくぇは うくそけさきぇちうは こけ すっかっそけくせ 8 (34369) 4-37-73

╁ さぇきおぇた こさぇいょくけゃぇくうは ╃くは 
ゅけさけょぇ 2 うのかは くぇ しすぇょうけくっ «╂けさ-
くはお» ゃこっさゃにっ しけしすけはすしは ╋ぇかにっ 
¨かうきこうえしおうっ うゅさに! ╇ ゃ こさっょ-
ょゃっさうう ねすけゅけ し 1 こけ 15 うのくは 
2011 ゅけょぇ こさけゃけょうすしは おけく-
おせさし うょっえ すぇかうしきぇくけゃ ╋ぇかにた 
¨かうきこうえしおうた うゅさ 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. 

╋に こさうくはかう さってっくうっ – 
しけいょぇすぬ くぇて すぇかうしきぇく 

ゃしっき ゅけさけょけき!
╁こっさゃにっ ゃ うしすけさうう けかうきこうえ-

しおけゅけ ょゃうあっくうは ゃ ゅけさけょっ ╀っさひ-
いけゃしおけき おぇあょにえ あうすっかぬ ゃ すっつっ-
くうっ 15 ょくっえ しきけあっす こさっょかけあうすぬ 
しゃけえ ゃぇさうぇくす すぇかうしきぇくぇ. 〈ぇかうし-
きぇく うゅさ しすぇくっす しうきゃけかけき, し おけ-
すけさにき ぉせょせす ぇししけちううさけゃぇすぬ うゅさに 

ゃ ゅけさけょっ ╀っさひいけゃしおけき. 〈ぇかうしきぇく 
ょけかあっく けすさぇあぇすぬ くぇちうけくぇかぬくにっ 
う おせかぬすせさくにっ けしけぉっくくけしすう くぇてっ-
ゅけ ゅけさけょぇ, しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ ょせたせ 
ゃさっきっくう, ゃにいにゃぇすぬ こけいうすうゃくにっ 
ねきけちうう う しこけしけぉしすゃけゃぇすぬ こさけ-
ょゃうあっくうの ¨かうきこうえしおうた うょっぇかけゃ. 
[ぇぉけすぇ きけあっす ぉにすぬ ゃにこけかくっくぇ 
おぇお ゃ ちゃっすくけき, すぇお う つひさくけ-ぉっかけき 
ういけぉさぇあっくうう ゃ かのぉけえ すったくうおっ, 
ゃおかのつぇは おけきこぬのすっさくせの ゅさぇそうおせ.

〈ぇかうしきぇく, ゃ すけき つうしかっ, ょけかあっく 
しけょっさあぇすぬ けこうしぇくうっ.

╂かぇゃくにえ こさうい – こけょぇさけつくにえ 
しっさすうそうおぇす くぇ しせききせ 5000 させぉかっえ 
くぇ しこけさすうゃくにえ うくゃっくすぇさぬ.

╆ぇはゃおせ きけあくけ こさうしかぇすぬ おぇお くぇ 
ねかっおすさけくくせの こけつすせ: sportbgo@
yandex.ru, すぇお う こけ ぇょさっしせ: ゅ. 

╀っさひいけゃしおうえ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 7, 
けすょっか こけ そういうつっしおけえ おせかぬすせさっ う 
しこけさすせ – ょけ 15 うのくは 2011 ゅけょぇ. 
╁ いぇはゃおっ くぇ おけくおせさし けぉはいぇすっかぬ-
くけ せおぇいぇすぬ おけくすぇおすに せつぇしすくうおぇ: 
《╇¨, ょぇすせ さけあょっくうは, けさゅぇくういぇ-
ちうの, おけくすぇおすくにえ すっかっそけく. ╁けい-
さぇしす せつぇしすくうおけゃ くっ けゅさぇくうつっく.

╇すけゅう おけくおせさしぇ ぉせょせす こけょ-
ゃけょうすぬしは 16 うのくは. ╉けくおせさし-
くぇは おけきうししうは ぉせょっす しけしすけはすぬ うい 
こさっょしすぇゃうすっかっえ ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
う 〉こさぇゃかっくうは おせかぬすせさに う しこけさすぇ.

′ぇゅさぇあょっくうっ こけぉっょうすっかは 
しけしすけうすしは 2 うのかは ゃ 12:00 くぇ 
しすぇょうけくっ «╂けさくはお» くぇ すけさ-
あっしすゃっくくけき けすおさにすうう ╋ぇかにた 
¨かうきこうえしおうた うゅさ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿
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╊うょっさ こぇさすうう «╄ょうくぇは [けししうは» ╁かぇょうきうさ ‶せすうく 
こさっょかけあうか しけいょぇすぬ ¨ぉとっさけししうえしおうえ くぇさけょくにえ そさけくす
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]╁╄[╃╊¨╁]╉┿ぅ «╄ょうくぇは [けししうは» こさういにゃぇ-
っす せさぇかぬちっゃ ぇおすうゃくっっ せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ こけかう-

すうつっしおけえ あういくう けぉかぇしすう. ╁しっ いぇおけくけょぇすっかぬくにっ 
さってっくうは くっけぉたけょうきけ こさうくうきぇすぬ こさう きぇおしうきぇかぬくけ てうさけおけき 
けぉしせあょっくうう – すぇおけゃぇ こけかうすうおぇ, こさけゃけょうきぇは こぇさすうっえ. ぅさおうき 
ょけおぇいぇすっかぬしすゃけき しかっょけゃぇくうは ねすけきせ くぇこさぇゃかっくうの ょけかあくぇ しすぇすぬ 
けすつひすくけ-ゃにぉけさくぇは おけくそっさっくちうは, いぇこかぇくうさけゃぇくくぇは くぇ 3 うのくは.

¨すつひすくけ-ゃにぉけさくぇは おけくそっさっく-
ちうは ]ゃっさょかけゃしおけゅけ さっゅうけくぇかぬくけ-
ゅけ けすょっかっくうは «╄ょうくけえ [けししうう» 
けぉっとぇっす しさぇいせ くっしおけかぬおけ しっくしぇ-
ちうえ. ╁ こっさゃせの けつっさっょぬ, っょうくけ-
さけししに いぇはゃかはのす け ゅけすけゃはとうたしは 
おぇょさけゃにた こっさっしすぇくけゃおぇた. «╃かは 
くぇし けすつひすくけ-ゃにぉけさくぇは おけくそっさっく-
ちうは – ゃけいきけあくけしすぬ けちっくうすぬ さぇぉけ-
すせ こぇさすうう, – ゅけゃけさうす しっおさっすぇさぬ 
こけかうすしけゃっすぇ しゃっさょかけゃしおけゅけ さっ-
ゅうけくぇかぬくけゅけ けすょっかっくうは «╄ょうくけえ 
[けししうう» ╄かっくぇ 』っつせくけゃぇ. – «╄ょう-
くぇは [けししうは» – こぇさすうは さっぇかぬくにた 
ょっか. ‶ぇさすうは ぉせょっす ういぉぇゃかはすぬしは けす 
すった, おすけ くっ さぇぉけすぇっす, おすけ ょせきぇっす, 
つすけ きけあっす うしこけかぬいけゃぇすぬ こぇさすうの 
ょかは ょけしすうあっくうは かうつくにた ちっかっえ. 
╉けくそっさっくちうは こけきけあっす けぉくけゃうすぬ 
う せおさっこうすぬ さはょに こぇさすうう».

╉ぇょさけゃにっ ゃけこさけしに – くっ っょうく-
しすゃっくくにっ, う ょぇかっおけ くっ ゅかぇゃくにっ, 
しすけはとうっ ゃ こけゃっしすおっ ょくは. ′ぇ おけく-
そっさっくちうう こかぇくうさせっすしは, させおけ-
ゃけょしすゃせはしぬ うくそけさきぇちうっえ し きっしす, 
けこさっょっかうすぬ けしくけゃくにっ けさうっくすうさに 
さぇいゃうすうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
くぇ ぉかうあぇえてうっ くっしおけかぬおけ かっす. ╁ 
«╄ょうくけえ [けししうう» けしけぉけ けすきっつぇのす, 
つすけ 3 うのくは しけしすけうすしは くっ こさけしすけ 
ゃくせすさうこぇさすうえくけっ きっさけこさうはすうっ, 
ぇ こさけえょひす こけかうすうつっしおうえ そけさせき, 
ゃ おけすけさけき こさうきっす せつぇしすうっ ぉけかっっ 
すにしはつう つっかけゃっお, ゃ すけき つうしかっ, ╂せ-

ぉっさくぇすけさ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
┿かっおしぇくょさ ╋うてぇさうく, ょっこせすぇすに 
╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは, 
つかっくに こさぇゃうすっかぬしすゃぇ けぉかぇしすう. 
‶さっょしすぇゃうすっかう いぇおけくけょぇすっかぬくけえ 
う うしこけかくうすっかぬくけえ ゃかぇしすう けぉかぇしすう 
ゃにしかせてぇのす きっしすくにた こぇさすうえちっゃ, 
おけすけさにっ, いくぇは こさけぉかっきに すっささうすけ-
さうえ ういくせすさう, ゅけすけゃに こさっょかけあうすぬ 
こせすう うた さってっくうは.

– ╋に こさけゃっかう けすつひすくけ-ゃにぉけさ-
くせの おけくそっさっくちうの せ くぇし ゃ ゅけさけ-
ょっ. 〈っこっさぬ っょっき くぇ さっゅうけくぇかぬくせの 
けすつひすくけ-ゃにぉけさくせの おけくそっさっくちうの. 
╆ょっしぬ きに くっ すけかぬおけ こさうきっき せつぇ-
しすうっ ゃ ゃにぉけさぇた させおけゃけょはとうた 
けさゅぇくけゃ こぇさすうう う いぇしかせてぇっき うく-
そけさきぇちうの け こさけょっかぇくくけえ こぇさ-
すうえくけえ さぇぉけすっ, くけ う さぇししおぇあっき 
け すった こさけぉかっきぇた, おけすけさにっ くせあくけ 
さってぇすぬ せ くぇし. ‶さっょしすぇゃうき しゃけひ 
ゃうょっくうっ さってっくうは ねすうた こさけぉかっき, 
– ゃ おけききっくすぇさうう くぇてっえ ゅぇいっすっ いぇ-
はゃうか ╄ゃゅっくうえ ╂けゃけさせたぇ, しっおさっ-
すぇさぬ ぉっさひいけゃしおけゅけ けすょっかっくうは 
«╄ょうくけえ [けししうう».

ぁすぇ しすさぇすっゅうは ぇぉしけかのすくけ 
せおかぇょにゃぇっすしは ゃ くけゃせの こけかうすうおせ 
«╄ょうくけえ [けししうう» – こさうゃかっおぇすぬ お 
けぉしせあょっくうの う さってっくうの ゃぇあくにた 
ゃけこさけしけゃ おぇお きけあくけ ぉけかっっ てう-
さけおうっ おさせゅう けぉとっしすゃっくくけしすう. ‶け-
ょけぉくぇは こさぇおすうおぇ, お しかけゃせ, せ こぇさ-
すうう ぉにかぇ う さぇくぬてっ – さっゅせかはさくにっ 

けすつひすに け ょっはすっかぬくけしすう っょうくけさけし-
しけゃ きけあくけ こさけつうすぇすぬ ゃけ きくけゅうた 
ういょぇくうはた, ゃ すけき つうしかっ, う ゃ くぇてっき. 
‶け しせすう, «╄ょうくぇは [けししうは» しっゅけょくは 
はゃかはっすしは っょうくしすゃっくくけえ こけかうすう-
つっしおけえ しうかけえ, ゃしっ いくぇつうきにっ ょかは 
こぇさすうえくけえ あういくう きっさけこさうはすうは 
こさけゃけょはとっえ けすおさにすけ, ぇ くっ おせかせ-
ぇさくけ.

′け ゃ こけしかっょくっっ ゃさっきは っょうくけ-
さけししに さってうかう こけえすう ょぇかぬてっ う くっ 
こさけしすけ さぇししおぇいにゃぇすぬ け すけき, つすけ 
こさけうしたけょうす ゃくせすさう こぇさすうう, くけ う 
けさゅぇくういけゃぇすぬ こけしすけはくくにえ おぇくぇか 
けぉさぇすくけえ しゃはいう し ゅさぇあょぇくしおうき 
けぉとっしすゃけき. ╁ くぇつぇかっ きぇは, ゃにしすせ-
こぇは ゃ ╁けかゅけゅさぇょっ, かうょっさ こぇさすうう 
╁かぇょうきうさ ‶せすうく こさっょかけあうか しけい-
ょぇすぬ ¨ぉとっさけししうえしおうえ くぇさけょくにえ 
そさけくす – てうさけおせの けぉとっしすゃっくくせの 
おけぇかうちうの ゃけおさせゅ «╄ょうくけえ [けし-
しうう».

‶け きくっくうの こけかうすけかけゅけゃ, くぇ 
しけゃさっきっくくけき ねすぇこっ さぇいゃうすうは ょっ-
きけおさぇすうう ゃ [けししうう しけいょぇくうっ きっ-
たぇくういきけゃ けぉとっしすゃっくくけゅけ ゃいぇう-
きけょっえしすゃうは こけ くぇうぉけかっっ ゃぇあくにき 
こさけぉかっきぇき – けょくぇ うい ぇおすせぇかぬくっえ-
てうた すっき.

– ╁ [けししうう しっえつぇし けそけさきうかぇしぬ 
こけかうすうつっしおぇは しうしすっきぇ, こさう おけすけ-
さけえ ゅさぇあょぇくっ けおぇいにゃぇのす ゃかうはくうっ 
くぇ こけかうすうつっしおうえ こさけちっしし さぇい ゃ 
つっすにさっ ゅけょぇ, ょぇゃぇは しけゅかぇしうっ うかう 
けすおぇいにゃぇは こさぇゃはとっえ ゅさせここっ ゃ うた 
こけかうすうおっ う ゃかぇしすくにた こけかくけきけ-
つうはた, – けすきっつぇっす ょっこせすぇす ╂けしせ-
ょぇさしすゃっくくけえ ╃せきに [《, こけかうすけかけゅ 
]っさゅっえ ╋ぇさおけゃ.

‶さう ねすけき, けすきっつぇっす こけかうすけかけゅ, 
しおけさけしすぬ しけゃさっきっくくけえ あういくう すぇ-

おけゃぇ, つすけ さぇい ゃ くっしおけかぬおけ かっす 
こさうえすう くぇ ういぉうさぇすっかぬくにっ せつぇしす-
おう う ゃにさぇいうすぬ しゃけひ けすくけてっくうっ お 
こさけゃけょうきけえ こけかうすうおっ せあっ くっょけ-
しすぇすけつくけ.

– ]けゃさっきっくくにっ さぇいゃうすにっ ょっ-
きけおさぇすうつっしおうっ しうしすっきに ぇおすうゃくけ 
さっぇかういせのす ょっきけおさぇすうの せつぇしすうは, 
こさう おけすけさけえ ぇおすうゃくにっ ゅさぇあょぇくっ, 
ぇおすうゃうしすに けぉとっしすゃっくくにた けさゅぇくう-
いぇちうえ う きっあょせ ゃにぉけさぇきう うきっのす 
ゃけいきけあくけしすぬ けおぇいにゃぇすぬ ゃかうはくうっ 
くぇ ゃかぇしすぬ. ′け ょかは ねすけゅけ くせあくに 
さぇぉけつうっ きったぇくういきに ょっきけおさぇすうう 
せつぇしすうは, – ゅけゃけさうす ╋ぇさおけゃ.

‶ぇさすうは «╄ょうくぇは [けししうは» しけいょぇ-
ひす ょっえしすゃっくくにえ きったぇくういき ょっきけ-
おさぇすうう せつぇしすうは. 〈ぇお, くぇ ゃしすさっつっ 
し つかっくぇきう おけけさょうくぇちうけくくけゅけ しけ-
ゃっすぇ ¨ぉとっさけししうえしおけゅけ くぇさけょくけゅけ 
そさけくすぇ かうょっさ こぇさすうう ╁かぇょうきうさ 
‶せすうく こけょつっさおくせか けしくけゃくせの うょっの 
しけいょぇくうは くぇさけょくけゅけ そさけくすぇ:

– ╋に しけいょぇひき ¨ぉとっさけししうえしおうえ 
くぇさけょくにえ そさけくす ょかは すけゅけ, つすけぉに 
ぉにかう ゃけしすさっぉけゃぇくに ゃしっ おけくしすさせお-
すうゃくにっ うょっう, つすけぉに せ ゅさぇあょぇく-
しおけゅけ けぉとっしすゃぇ – きけかけょひあくにた, 
あっくしおうた, ゃっすっさぇくしおうた けさゅぇくういぇ-
ちうえ, ょっかけゃにた おさせゅけゃ, こさけそっししう-
けくぇかぬくにた しけのいけゃ う けぉなっょうくっくうえ 
– ぉにかぇ ょけこけかくうすっかぬくぇは ゃけいきけあ-
くけしすぬ くっこけしさっょしすゃっくくけ, くぇこさは-
きせの せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ ゃにさぇぉけすおっ 
ゃぇあくっえてうた ゅけしせょぇさしすゃっくくにた さっ-
てっくうえ.

╁ しゃけの けつっさっょぬ こさっょしっょぇ-
すっかぬ ╂けしょせきに ╀けさうし ╂さにいかけゃ 
けすきっすうか, つすけ ¨ぉとっさけししうえしおうえ 
くぇさけょくにえ そさけくす こけいゃけかうす きうか-
かうけくぇき かのょっえ ょぇすぬ しゃけう こさっょ-
かけあっくうは, おけすけさにっ ぉせょせす せしかに-
てぇくに. ぁすけ おぇお くっかぬいは かせつてっ 
せおかぇょにゃぇっすしは ゃ かけいせくゅ こぇさすうう: 
«]╊｠【┿〈を ╊ぃ╃╄╈, [┿╀¨-
〈┿〈を ╃╊ぅ ╊ぃ╃╄╈!»

ÂÑÅ ÑÈËÛ – ÍÀ ÎÃÎÍÜ
¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ. 1
[ぇくぬてっ かっし けたさぇくはかう 10-15 

つっかけゃっお, ゃ おぇあょけえ ょっさっゃくっ ぉにか 
きうくうきせき けょうく かっしくうお. ′け ゃ くけゃけき 
╊っしくけき おけょっおしっ ねすけゅけ くっ こさっょせし-
きけすさっくけ. ╉ぇお しかっょしすゃうっ, しさっょくはは 
こかけとぇょぬ かっしくけゅけ こけあぇさぇ しけしすぇゃ-
かはっす しっえつぇし 15 ゅっおすぇさけゃ, つすけ きくけ-
ゅけおさぇすくけ こさっゃにてぇっす こけおぇいぇすっかう 
しけゃっすしおけゅけ こっさうけょぇ. 

╉ぇお けすきっつぇのす しこっちうぇかうしすに ぇょ-
きうくうしすさぇちうう ゅけさけょぇ, しっゅけょくは けぉ-
しすぇくけゃおぇ くぇ すっささうすけさうう ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ くぇたけょうすしは こけょ おけくすさけかっき. 

– 60 すにしはつ させぉかっえ ゃ ねすけき ゅけょせ 
ぉにかけ ゃにょっかっくけ くぇ きけすけこけきこに, っとひ 
81 すにしはつせ させぉかっえ こさっょけしすぇゃうかう 
くっさぇゃくけょせてくにっ こさっょこさうくうきぇすっかう. 
450 すにしはつ こけすさぇつっくけ くぇ けこぇておせ う 
すせてっくうっ こけあぇさけゃ. ‶けかきうかかうけくぇ 
ゅけさけょしおけえ ぉのょあっす くぇこさぇゃうか くぇ 
さっきけくす こけあぇさくにた ゅうょさぇくすけゃ. ]っえ-
つぇし くっけぉたけょうきけ しすさけうすぬ こけあぇさくにっ 
ゃけょけひきに, くけ ょっくっゅ くぇ ねすけ くっす, – ゅけ-
ゃけさうす いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ╀╂¨ こけ 
ゃけこさけしぇき ╅╉》, 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.

′っしきけすさは くぇ くったゃぇすおせ しさっょしすゃ 
う ょさせゅうっ こさけぉかっきに, ぉっさっいけゃつぇくっ 
くぇせつうかうしぬ けこっさぇすうゃくけ う ょさせあくけ 
ぉけさけすぬしは し けゅくひき. ╄しかう ゃけいくうおぇっす 
こけあぇさ, ゅかぇゃに こけしひかおけゃ けこっさぇすうゃ-
くけ けぉいゃぇくうゃぇのす こけあぇさくにた, かっし-
くうおけゃ, ╋』], しけぉうさぇのす ょけぉさけゃけかぬ-
ちっゃ, すったくうおせ… ╇ おすけ し さぇくちっゃにきう 
さぇいぉさにいゅうゃぇすっかはきう, おすけ くぇ こけ-
あぇさくけえ きぇてうくっ, おすけ くぇ すさぇおすけさっ 
ぉかけおうさせっす けゅけくぬ, くっ ょぇゃぇは しすうたうう 
さぇしこさけしすさぇくうすぬしは くぇ けゅさけきくにっ 
すっささうすけさうう. 

《╄]〈╇╁┿╊を

ぃ′｠╄ «]╁╄[》╋¨╆╂╇» ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╂¨
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

′┿ こさけてかけえ くっょっかっ ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけ-
ょひあう しけしすけはかけしぬ くぇゅさぇあょっくうっ せつぇしす-

くうおけゃ そっしすうゃぇかは «ぃくにっ うくすっかかっおすせぇかに 
]さっょくっゅけ 〉さぇかぇ-2011».

╁ さぇきおぇた «ぃ╇]〉-2011» ておけかぬくうおう きけゅ-
かう こけせつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ さぇいかうつくにた こさっょきっすくにた 
けかうきこうぇょぇた, すゃけさつっしおうた おけくおせさしぇた (そっしすう-
ゃぇかぬ «╋せいぇ う ょっすう», おけくおせさし ぇゃすけさしおけえ こっし-
くう) う いぇとうすうすぬ しゃけう くぇせつくけ-うししかっょけゃぇすっかぬ-
しおうっ こさけっおすに. 

╆ぇか くっ しきけゅ ぉに ゃきっしすうすぬ ゃしった, おすけ ょけしすけえくけ 
こさけはゃうか しっぉは. ╃かは くぇゅさぇあょっくうは ぉにかう こさうゅかぇ-
てっくに かうてぬ すっ, ゃ つぬひき ぉぇゅぇあっ けおぇいぇかけしぬ ょゃっ 
う ぉけかっっ こけぉっょに ゃ こさっょきっすくにた けかうきこうぇょぇた う  
いぇとうすっ くぇせつくけ-うししかっょけゃぇすっかぬしおうた こさけっおすけゃ. 
′け う すぇおうた けおぇいぇかけしぬ ぉけかっっ しけすくう. ╁ ゃにしてっえ 
くけきうくぇちうう «]せこっさきけいゅ» くぇゅさぇょうかう さっぉはす, おけ-
すけさにっ しすぇかう こけぉっょうすっかはきう う こさういひさぇきう ょっゃは-
すう-ょっしはすう けかうきこうぇょ. ぁすけ せつぇとうっしは かうちっは わ7 
╉しっくうは ╁けさけすくうおけゃぇ, ╋ぇおしうき ′うおぇくけさけゃ, ╇くくぇ 
╊ぇこすっゃぇ, ‶ぇゃっか ′けしけゃ うい ておけかに わ9 う ┿くくぇ 
‶っすさけゃぇ うい ておけかに わ2. ╁しっ けくう こけかせつうかう ょっ-
くっあくにっ こさういに. 

¨しけぉけえ くけきうくぇちうう – «╋っゅぇきけいゅ» – う けしけぉけゅけ 
ょっくっあくけゅけ こさういぇ ぉにか せょけしすけっく こさういひさ すさうくぇょちぇ-
すう (!) こさっょきっすくにた けかうきこうぇょ [せょけかぬそ ╉けこすっゃ うい 
かうちっは わ7. 

╁しっゅけ ゃ ておけかぬくけき すせさっ そっしすうゃぇかは ゃ ねすけき ゅけょせ 
せつぇしすゃけゃぇかけ 12115 さっぉはす し こっさゃけゅけ こけ けょうくくぇょ-
ちぇすにえ おかぇしし. ′ぇ きせくうちうこぇかぬくにえ ねすぇこ ゃにてかう 
1697 せつぇとうたしは しっょぬきにた-けょうくくぇょちぇすにた おかぇししけゃ, 
488 うい くうた しすぇかう こさういひさぇきう. ╃ゃぇょちぇすぬ こはすぬ しすぇさ-
てっおかぇししくうおけゃ (ょっゃはすにえ-けょうくくぇょちぇすにえ おかぇししに) 
こさっょしすぇゃかはかう ╀っさひいけゃしおうえ くぇ けぉかぇしすくけき せさけゃくっ. 
〈さけっ うい くうた しすぇかう せつぇしすくうおぇきう う こさういひさぇきう ╁しっ-
さけししうえしおけえ けかうきこうぇょに.

‶¨╃‶╇]╉┿–2011

ÏÎÌÎÃËÈ ÄÅËÎÌ
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

′┿ こさけてかけえ くっょっかっ ゃ さっょぇおちうう «╀っさひいけゃしおけゅけ さぇぉけつっゅけ» ぉっしこかぇすくせの のさうょうつっしおせの 
おけくしせかぬすぇちうの こけかせつうかう くっ きっくっっ ょゃせた ょっしはすおけゃ くぇてうた こけょこうしつうおけゃ. 

[せおけゃけょうすっかぬ のさうょうつっしおけゅけ ぉのさけ «┿ょゃけ-
おぇすな» ╋ぇさうくぇ ┿さすひきけゃぇ こさけおけくしせかぬすうさけ-
ゃぇかぇ ぉっさっいけゃつぇく こけ ゃけこさけしぇき, しゃはいぇくくにき し 
けそけさきかっくうっき くぇしかっょしすゃぇ, ゃ つぇしすくけしすう, おぇおけえ 
いぇおけくけき こさっょせしきけすさっく こけさはょけお こさう くっしゃけっゃ-
さっきっくくけき けぉさぇとっくうう いぇ けそけさきかっくうっき こさぇゃ 
くぇしかっょけゃぇくうは. ╃ゃぇ ゃけこさけしぇ ぉにかけ いぇょぇくけ こけ 
せゅけかけゃくけきせ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃせ. ╄とひ けょうく おぇ-
しぇかしは うしこけかくっくうは ゅさぇあょぇくしおけゅけ いぇおけくけょぇ-
すっかぬしすゃぇ: つうすぇすっかっえ うくすっさっしけゃぇかけ, おぇお きけあくけ 
ょけぉうすぬしは うしこけかくっくうは さってっくうは こけ ゅさぇあょぇく-
しおけきせ ょっかせ? 

¨しけぉっくくけ けしすさにき けおぇいぇかしは ゃけこさけし, しゃはいぇくくにえ 
し くぇつうしかっくうっき おけききせくぇかぬくにた こかぇすっあっえ. ╋ぇさう-
くぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ けぉなはしくうかぇ, おぇお こさぇゃうかぬくけ 
しけしすぇゃうすぬ いぇはゃかっくうっ-こさっすっくいうの ゃ けぉしかせあうゃぇの-
とせの けさゅぇくういぇちうの, う こけきけゅかぇ ねすけ しょっかぇすぬ.

]かっょせのとぇは ぉっしこかぇすくぇは のさうょうつっしおぇは おけく-
しせかぬすぇちうは ょかは くぇてうた こけょこうしつうおけゃ – つっさっい 
きっしはち.

‶けょこうしぇすぬしは くぇ «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» 
ゃに きけあっすっ ゃ かのぉけき こけつすけゃけき けすょっかっくうう 
うかう ゃ さっょぇおちうう. 

[╄╉╊┿╋┿

[╄‶╊╇╉┿

ЗА ЧИСТОТУ – В ТРАДИЦИЯХ ПРОШЛОГО
┿かっおしっえ ╂╊〉【╉¨╁, きぇえけさ きうかうちうう ゃ けすしすぇゃおっ
‶さうてかぇ ゃっしくぇ, きに けすきっすうかう 

ゃっかうおうえ こさぇいょくうお ‶けぉっょに, こさう-
ぉかうあぇのすしは ょさせゅうっ ゃぇあくにっ ょぇすに: 
くぇこさうきっさ, 3 うのかは ぉっさひいけゃしおけっ 
╂┿╇ けすきっすうす 75 かっす しけ ょくは しゃけっゅけ 
しけいょぇくうは, ぇ 2 うのかは きに ゃしっ ぉせょっき 
ゅせかはすぬ くぇ ╃くっ ゅけさけょぇ.

》けすっかけしぬ ぉに, つすけぉ お ねすうき ょぇ-
すぇき くぇて ゅけさけょ こさうぉさぇか しっぉは ゃ 
こけさはょけお. ╁っさくっっ, ねすけ しょっかぇかう 
ょかは ゅけさけょぇ う しぇきうた しっぉは あうすっかう. 
¨そうちうぇかぬくにっ ょくう しせぉぉけすくうおけゃ 
せあっ こさけてかう, きくけゅうっ こさっょこさうはすうは 
けすょぇかう ょけかゅ つうしすけすに, くけ ねすけゅけ くっ-
ょけしすぇすけつくけ. ′ぇこさうきっさ, いぇゅさはいくっ-
くに せかうちに ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, ╉さぇし-

くけぇさきっえしおぇは. ╆ょっしぬ くせあくけ せぉさぇすぬ 
こせしすにっ ぉせすにかおう, ぉぇくおう, くっこかけたけ 
ぉに こけぉっかうすぬ ょっさっゃぬは, おぇお さぇくぬ-
てっ. ╉けゅょぇ-すけ しかせあぉぇ せつぇしすおけゃにた 
せこけかくけきけつっくくにた けおぇいにゃぇかぇ しけ-
ょっえしすゃうっ ゃ けつうしすおっ せかうち せかうつ-
くにき おけきうすっすぇき. ]ぇきう ぉさぇかうしぬ いぇ 
きひすかに, くっ ゅくせてぇかうしぬ. ′っこかけたけ 
ぉにかけ ぉに ゃけいさけょうすぬ ねすせ すさぇょうちうの. 
〉つぇしすおけゃにき せこけかくけきけつっくくにき 
すぇおあっ ぉにかけ ぉに こけかっいくけ こけつぇとっ 
ゃしすさっつぇすぬしは し あうすっかはきう, けすつうすに-
ゃぇすぬしは うき け しゃけっえ さぇぉけすっ, おぇお ねすけ 
ぉにかけ いぇゃっょっくけ せ くぇし. ╉ しけあぇかっ-
くうの, きくけゅうっ たけさけてうっ すさぇょうちうう う 
こけさはょおう しっゅけょくは せすさぇつっくに.



2 èþíÿ
2011 ãîäà4 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

‶[¨╀╊╄╋｠ ]¨╁[╄╋╄′′¨╈ 【╉¨╊｠

╉╇〈┿╈『｠, こさけおかうくぇは ゃさぇ-
ゅけゃ, あっかぇかう うき あうすぬ ゃ 

ねこけたせ こっさっきっく. ╉すけ うきっくくけ 
こけしかぇか こさけおかはすぬっ ゃ しすけさけくせ 
けぉさぇいけゃぇくうは – くっういゃっしすくけ, くけ 
うきっくくけ ねすせ しそっさせ そっょっさぇかぬ-
くにっ ゃかぇしすう けしけぉっくくけ かのぉはす 
こけょゃっさゅぇすぬ さぇいかうつくにき さっそけさ-
きぇき. ╋けょっさくういぇちうは しうしすっきに 
こさっこけょくけしうす ゃしひ くけゃにっ しのさ-
こさういに, くっ ゃしっゅょぇ こさうはすくにっ う 
こけくはすくにっ, くけ, ゃ けすかうつうっ けす くっ 
こけくさぇゃうゃてっゅけしは こけょぇさおぇ, けす-
おぇいにゃぇすぬしは けす くうた くっかぬいは. ¨ぉ 
うすけゅぇた せたけょはとっゅけ せつっぉくけゅけ 
ゅけょぇ う くけゃてっしすゃぇた しかっょせのとっ-
ゅけ きに こけぉっしっょけゃぇかう し くぇつぇかぬ-
くうおけき せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇ-
くうは ╀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 ┿かっおしっっき ╁はつっしかぇゃけゃう-
つっき ╀[┿〈』╇╉¨╁｠╋.

ÁÅÇ ÑÍÀ 
«ÏÐÎÄËEÍÊÅ» ÍÅ ÁÛÂÀÒÜ
– ╃ぇゃぇえすっ しけしすぇゃうき さっえすうくゅ 

しぇきにた いくぇつうきにた しけぉにすうえ,  しかせ-
つうゃてうたしは ゃ しうしすっきっ けぉさぇいけゃぇ-
くうは ゃ 2011 ゅけょせ. 

– ぁすけす ゅけょ こさけてひか こけょ ょっゃういけき かう-
ちっくいうさけゃぇくうは う ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ぇお-
おさっょうすぇちうう けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうえ. ぁすけ けつっくぬ けすゃっすしすゃっく-
くにっ こさけちっししに, すさっぉせのとうっ ぉけかぬてうた 
そういうつっしおうた う きぇすっさうぇかぬくにた いぇすさぇす: 
しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ かうちっくいうけくくにき こけ-
おぇいぇすっかはき ゃ せしかけゃうはた けすしせすしすゃうは 
ょっくっゅ おさぇえくっ しかけあくけ. ′にくつっ ねすうき 
こさけちっょせさぇき こけょゃっさゅかうしぬ こはすくぇょ-
ちぇすぬ ておけか, う ゃしっ させおけゃけょうすっかう しこさぇ-
ゃうかうしぬ せしこってくけ. ′ぇうぉけかっっ ょけしすけえ-
くにっ さっいせかぬすぇすに こけおぇいぇか かうちっえ わ3 
«┿かぬはくし», ¨〉 わ2 う 8. ╇い しっかぬしおうた 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ は ぉに 
ゃにょっかうか おっょさけゃしおせの ておけかせ わ23. 
╄ひ ょうさっおすけさ, ′ぇょっあょぇ ぅおけさくけゃぇ, くぇ 
«けすかうつくけ» しこさぇゃうかぇしぬ し かうちっくいうさけ-
ゃぇくうっき う ぇおおさっょうすぇちうっえ, おけすけさにっ 
こさけたけょうかぇ ゃこっさゃにっ. 〈ぇおあっ くっ きけゅせ 
くっ こけたゃぇかうすぬ おけかかっおすうゃに ておけかに わ9 
う ╃ぃ]【. 

╁すけさけっ くけゃけゃゃっょっくうっ – しぇくうすぇさ-
くにっ こさぇゃうかぇ ょかは ょっすしおうた しぇょけゃ う 
すさっぉけゃぇくうは お しすぇくょぇさすせ けぉさぇいけゃぇ-
くうは ゃ ょけておけかぬくにた せつさっあょっくうはた. 
′っかぬいは しおぇいぇすぬ, つすけ し しけぉかのょっくうっき 
]ぇく‶う′けゃ ゃしひ ぉっいけぉかぇつくけ, くけ させおけ-
ゃけょうすっかう しすぇさぇのすしは, こさうゃかっおぇのす 
お さぇぉけすっ しけちうぇかぬくにた こぇさすくひさけゃ, 
おけすけさにき くせあくけ しおぇいぇすぬ けゅさけきくけっ 
しこぇしうぉけ. ╇いきっくっくうは すさっぉけゃぇくうえ お 
おぇつっしすゃせ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは 
しゃはいぇくに し すっき, つすけ くけゃにっ 《╂¨]に 
ゃゃけょはすしは う ゃ しうしすっきせ けぉとっゅけ けぉ-
さぇいけゃぇくうは. ╃かは ╀っさひいけゃしおけゅけ ねすけ 
くっ くぇつぇかけ こせすう: せあっ ゅけょ ゃ ておけかっ 
わ2 う かうちっっ わ3 «┿かぬはくし» こさけ-
たけょうす ねおしこっさうきっくす こけ ゃくっょさっくうの 
しすぇくょぇさすけゃ ゃすけさけゅけ こけおけかっくうは ょかは 
くぇつぇかぬくにた おかぇししけゃ. ′ぇ しけゃっとぇくうう し 
ょうさっおすけさぇきう ねすうた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうえ きに ゃにはゃうかう くっおけすけさにっ 
ういなはくに, ょぇあっ こけはゃうかうしぬ けこぇしっくうは, 
しきけあっき かう きに ゃしひ ゃけこかけすうすぬ? ′け 
きけゅせ すけつくけ しおぇいぇすぬ, つすけ しさっょしすゃぇ 
くぇ いぇおせこおせ くっけぉたけょうきにた せつっぉくう-
おけゃ っしすぬ ゃ こけかくけき けぉなひきっ, こっょぇゅけ-
ゅう こけょゅけすけゃかっくに くぇ しすけ こさけちっくすけゃ: 
60 せつうすっかっえ, うょせとうた さぇぉけすぇすぬ ゃ 
こっさゃにっ おかぇししに, こけゃにしうかう しゃけの 
おゃぇかうそうおぇちうの. ╀けかぬてうっ しさっょしすゃぇ, 
こけかせつっくくにっ いぇ しつひす しせぉゃっくちうえ,  いぇ-
こかぇくうさけゃぇくに くぇ こさうけぉさっすっくうっ けぉけ-
させょけゃぇくうは ゃ おぇぉうくっすに, おせょぇ こけえょせす 
せつうすぬしは こっさゃけおかぇししくうおう, おけすけさにた 
こけ こけしかっょくうき ょぇくくにき ぉせょっす くっ きっ-
くっっ 800 つっかけゃっお.  

‶さけてっょてうえ ゅけょ ぉにか けしけぉっくくにき 
っとひ う こけすけきせ, つすけ きに ゅけすけゃうかうしぬ 
お こさけゃっょっくうの うすけゅけゃけえ ぇすすっしすぇちうう 
ょっゃはすうおかぇししくうおけゃ ゃ くけゃけえ そけさきっ. 
[っいせかぬすぇすに さっこっすうちうけくくにた すっしすう-
さけゃぇくうえ ぉけかぬてけえ くぇょっあょに くっ ゃくせ-
てぇのす, たけすは くぇてぇ すっささうすけさうは くっ こけ-
こぇかぇ ゃ «つひさくにえ しこうしけお». ╀っしこけおけはす 
ぉぇかかに ╂╇┿ こけ きぇすっきぇすうおっ, し こっょぇ-
ゅけゅぇきう せあっ ぉにか こさけゃっょひく しっさぬひい-
くにえ さぇいゅけゃけさ, くぇょっのしぬ, いぇ きっしはち 
けくう せしこっかう こけこさぇゃうすぬ しうすせぇちうの. 
] そうかけかけゅぇきう ゃしひ  ぉかぇゅけこけかせつくっっ, 

かせつてうっ さっいせかぬすぇすに こけ させししおけきせ 
はいにおせ こけおぇいぇかう ゃけしこうすぇくくうおう こっ-
ょぇゅけゅけゃ ておけかに わ2, ゅうきくぇいうう わ5, 
かうちっは わ7. ぁすう あっ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ 
せつさっあょっくうは けすかうつうかうしぬ こけ きぇすっきぇ-
すうおっ, お くうき こさうしけっょうくうかうしぬ ておけかに 
わ8 う 9. 

╁ こさけぉくにた ╄╂ぁ せ くぇし ぉけかっっ しっ-
さぬひいくにっ ょけしすうあっくうは: こけ こさっょゃぇ-
さうすっかぬくにき ょぇくくにき, ╀っさひいけゃしおうえ 
ゃけてひか ゃ ょゃぇょちぇすおせ ゅけさけょけゃ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう, うきっのとうた しぇきにっ 
ゃにしけおうっ ぉぇかかに. 

]ぇきけっ はさおけっ ねきけちうけくぇかぬくけっ ゃこっ-
つぇすかっくうっ けす せつっぉくけゅけ ゅけょぇ  – ねすけ 
おくうゅぇ け さぇぉけすくうおぇた くぇてっえ しうしすっきに 
けぉさぇいけゃぇくうは. ]けぉうさぇすぬ きぇすっさうぇか 
くぇつぇかう し きぇは 2010 ゅけょぇ. ¨ゅさけきくせの 
さけかぬ  ゃ ねすけき しにゅさぇかう ┿かうは 》ぇさう-
しけゃくぇ 》ぇきぇすぬはくけゃぇ, こっょぇゅけゅうつっしおうえ 
しけゃっす ゃっすっさぇくけゃ, きくけゅうっ せつうすっかは. 
╁ おくうゅっ せこけきはくせすけ けおけかけ すにしはつう 
そぇきうかうえ, きに すぇおあっ しけしすぇゃうかう せくう-
おぇかぬくにえ しこうしけお しけすさせょくうおけゃ, こさけ-
さぇぉけすぇゃてうた ゃ しうしすっきっ ぉけかっっ ょゃぇょ-
ちぇすう こはすう かっす. ‶さっいっくすぇちうの おくうゅう 
こさけゃっょひき くぇ ぇゃゅせしすけゃしおけき こっょしけゃっ-
すっ, う おぇあょにえ ぉっさひいけゃしおうえ こっょぇゅけゅ 
こけかせつうす しゃけえ ねおいっきこかはさ.

ぅ しつうすぇの, つすけ くぇき っしすぬ つっき ゅけさ-
ょうすぬしは. ‶け きけうき こさっょしすぇゃかっくうはき 
ねすけ っょうくしすゃっくくにえ しかせつぇえ ゃ [けししうう, 
おけゅょぇ ゃ ╂けょ せつうすっかは ぉにかけ ういょぇくけ 
すぇおけっ そせくょぇきっくすぇかぬくけっ ぉうけゅさぇそう-
つっしおけっ ういょぇくうっ. ¨しっくぬの ゃ ╋けしおゃっ 
しけしすけうすしは すさぇょうちうけくくにえ そけさせき させ-
おけゃけょうすっかっえ けぉとっけぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうえ, くぇ おけすけさけき きに さぇししおぇ-
あっき け くぇてっえ おくうゅっ. 

– ╁に くっ せこけきはくせかう け こさっょ-
きっすっ «¨しくけゃに さっかうゅうけいくにた 
おせかぬすせさ う しゃっすしおけえ ねすうおう», ねおし-
こっさうきっくすぇかぬくけ ゃゃっょひくくけき ゃ 
おぇつっしすゃっ そっょっさぇかぬくけゅけ おけきこけ-
くっくすぇ ゃ ておけかぬくせの こさけゅさぇききせ 
つっすゃひさすにた-こはすにた おかぇししけゃ. 

– ぅ  くっょけゃけかっく ねすうき ねおしこっさうきっく-
すけき. ]ぇき ぇおすうゃくけ せつぇしすゃけゃぇか ゃ くひき 
ゃ おぇつっしすゃっ こっょぇゅけゅぇ う くっ こけかせつうか 
せょけゃかっすゃけさっくうは ょぇあっ けす しけぉしすゃっく-
くにた せさけおけゃ. ╋くっ しかけあくけ こけくはすぬ, 
つすけ たけつっす けす くぇし ゅけしせょぇさしすゃけ う ちっさ-
おけゃぬ? ╄しかう ちっかぬ こさけこぇゅぇくょうさけゃぇすぬ 
ょせたけゃくけ-くさぇゃしすゃっくくにっ ねすうつっしおうっ 
おぇすっゅけさうう, すけ いぇつっき  くぇいにゃぇすぬ おせさし 
«¨しくけゃに さっかうゅうけいくにた おせかぬすせさ う 
しゃっすしおけえ ねすうおう»? ╄しかう うょひす こさけ-
こぇゅぇくょぇ させししおけえ こさぇゃけしかぇゃくけえ 
ちっさおゃう, いぇつっき こさっょきっす ゃゃけょうすぬ ゃ 
しゃっすしおせの ておけかせ ゃ すぇおけき しけしすけはくうう? 
′ぇ きけえ ゃいゅかはょ, ょかは ておけかに こけょ-
たけょうす こさっょきっす «¨しくけゃに きうさけゃにた 
さっかうゅうえ». ‶っょぇゅけゅ ょぇしす さっぉひくおせ 
こさっょしすぇゃかっくうっ け てっしすう けしくけゃくにた 
さっかうゅうはた, う ねすけゅけ ぉせょっす ょけしすぇすけつくけ. 
╁しの けしすぇかぬくせの  ょせたけゃくせの こさぇおすうおせ 
さっぉひくけお ょけかあっく こけかせつぇすぬ ゃ しっきぬっ, 
ゃっょぬ ておけかぇ こけ-こさっあくっきせ はゃかはっすしは 
しゃっすしおうき せつさっあょっくうっき. 

╁ くぇてっえ すっささうすけさうう くっ ぉにかけ けす-
すけさあっくうは しさっょう こっょぇゅけゅけゃ, しおけさっっ 
うきっかけ きっしすけ くっょけこけくうきぇくうっ けあう-
ょぇっきけゅけ さっいせかぬすぇすぇ. [けょうすっかう すぇお-
あっ しこけおけえくけ ゃけしこさうくはかう ゃゃっょっくうっ 
おせさしぇ, し くうきう くっ ぉにかけ くう けょくけゅけ しっ-

さぬひいくけゅけ おけくそかうおすぇ. ╂かぇゃくにえ きうくせし 
いぇおかのつぇっすしは ゃ すけき, つすけ つさっいきっさくけ 
ぉけかぬてせの さけかぬ ゃ ゃにぉけさっ «きけょせかは» 
しにゅさぇかう ぇょきうくうしすさぇすけさに おせさしぇ. 
╁にぉけさ くっ ぉにか しゃはいぇく し あっかぇくうっき 
さけょうすっかは,  させおけゃけょうすっかう ょっかぇかう 
せこけさ ゃ しすけさけくせ しゃっすしおけえ ねすうおう – ねすけ 
しこけおけえくっっ う せょけぉくっっ. ‶さっょきっす, おけ-
すけさにえ すっこっさぬ くぇいにゃぇっすしは «╃せたけゃ-
くけ-くさぇゃしすゃっくくにっ おせかぬすせさに くぇさけょけゃ 
きうさぇ», けしすぇゃかっく ゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけき 
しすぇくょぇさすっ う ぉせょっす こさっこけょぇゃぇすぬしは ゃ 
つっすゃひさすけき う こはすけき おかぇししぇた. 

╉さけきっ すけゅけ, くぇ ゃしすさっつっ し っおぇすっ-
さうくぉせさゅしおけえ っこぇさたうっえ きに ょけゅけゃけさう-
かうしぬ け すけき, つすけ し こっさゃけゅけ しっくすはぉさは 
くぇつくひき しけゃきっしすくけ さっぇかういけゃにゃぇすぬ 
ょうしちうこかうくせ ょせたけゃくけ-くさぇゃしすゃっくくけ-
ゅけ しけょっさあぇくうは, おけすけさぇは ぉせょっす こさっ-
こけょぇゃぇすぬしは し こっさゃけゅけ こけ 11 おかぇしし. 
¨ぉせつぇすぬしは ておけかぬくうおう ぉせょせす こけ 
かうすっさぇすせさっ,  さぇいさぇぉけすぇくくけえ っこぇさ-
たうっえ. ╁ おくうゅぇた こけょけぉさぇく くっこかけたけえ 
きぇすっさうぇか, っしすぬ きくけゅけ こけせつうすっかぬくにた 
ゃっとっえ, きくっ おぇあっすしは, こさっょきっす こさう-
あうゃひすしは ゃ ておけかぇた. 

– ╁ こさけてかけき ゅけょせ こさうくはす いぇ-
おけく け さっそけさきうさけゃぇくうう しっすう 
ぉのょあっすくにた せつさっあょっくうえ. ╇く-
すっさくっす せあっ おさうつうす け すけき, つすけ し 
こっさゃけゅけ しっくすはぉさは けぉさぇいけゃぇくうっ 
しすぇくっす こかぇすくにき, つすけ  ておけかに 
ょけかあくに ぉにかう くぇつぇすぬ いぇさぇぉぇすに-
ゃぇすぬ せあっ ゃ くにくってくっき せつっぉくけき 
ゅけょせ… ‶けはゃうかうしぬ ょけたけょに?

– ╁しっ ゅけょに, おけすけさにっ は はゃかはのしぬ 
くぇつぇかぬくうおけき せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけ-
ゃぇくうは,  は  せすゃっさあょぇの: しうしすっきぇ けぉ-
さぇいけゃぇくうは いぇさぇぉぇすにゃぇすぬ くっ きけあっす. 
‶けこにすぇすぬしは ょけぉうすぬしは しぇきけけおせこぇっ-
きけしすう ゃけいきけあくけ, くけ いぇさぇぉぇすにゃぇすぬ 
けくぇ くっ しこけしけぉくぇ. ‶けねすけきせ は しつうすぇの 
ねすけす いぇおけく – «ゃにゃうた» そっょっさぇかぬくにた 
ゃかぇしすっえ. ′ぇてう ておけかに くうおけゅょぇ くっ 
ぉかうしすぇかう せきっくうっき いぇさぇぉぇすにゃぇすぬ 
ょっくぬゅう, う いぇ ねすけす ゅけょ くうつっゅけ くっ 
ういきっくうかけしぬ いぇ うしおかのつっくうっき くっ-
おけききっさつっしおうた こぇさすくひさしすゃ ゃ さぇきおぇた 
こさけっおすぇ «【おけかぇ くぇ すゃけひき ぉっさっゅせ». 
╃ぇ う し おけゅけ ぉさぇすぬ ょっくぬゅう? ¨しくけゃくけえ 
しけちうぇかぬくにえ こかぇしす ゅけさけょぇ くっ こけ-
いゃけかはっす くぇょっはすぬしは くぇ おぇおうっ-かうぉけ 
いぇさぇぉけすおう. ╋っしすくにっ しけしすけはすっかぬくにっ 
さけょうすっかう, あうゃは しすぇさにきう きうそぇきう けぉ 
けぉさぇいけゃぇくうう,  せゃけいはす ょっすっえ ゃ っおぇ-
すっさうくぉせさゅしおうっ ておけかに. ╋に こにすぇかうしぬ 
うた せぉっょうすぬ, つすけ くうおぇおけえ しせとっしすゃっく-
くけえ さぇいくうちに きっあょせ けぉさぇいけゃぇくうっき ゃ 
╀っさひいけゃしおけき う ╄おぇすっさうくぉせさゅっ くっす. 
╇しおかのつっくうっ – ゃ ゅうきくぇいうう きっゅぇこけかう-
しぇ ゃけいぬきせす 70 すにしはつ いぇ けぉせつっくうっ, ぇ ゃ 
くぇてっえ – くうつっゅけ. ′け ゃしひ ぉっしこけかっいくけ, 
たけすは おぇつっしすゃけ くぇてっゅけ けぉさぇいけゃぇくうは 
こけょすゃっさあょぇっす つうしかけ きっょぇかうしすけゃ, 
ゃにしけおうっ さっいせかぬすぇすに ╄╂ぁ う おけかうつっ-
しすゃけ ゃにこせしおくうおけゃ, こけしすせこぇのとうた ゃ 
ゃせいに くぇ おけくおせさしくけえ けしくけゃっ. 

╉けゅょぇ ぉせょせす ゃにょぇくに ょっくぬゅう くぇ 
けぉっしこっつっくうっ きせくうちうこぇかぬくけゅけ いぇ-
ょぇくうは, こさうくはすにえ いぇおけく きけあっす こけ-
ゃかっつぬ しすさぇてくにっ こさけちっししに. ╉させこくにっ 
ておけかに, すぇおうっ おぇお ¨〉 わ2 くっ こけしすさぇ-
ょぇのす, ょぇあっ, くぇけぉけさけす, けおぇあせすしは ゃ 
ゃにうゅさにてっ. ┿ つすけ ょっかぇすぬ しけ ておけかけえ 
ゃ ¨しすさけゃくけき? ] っひ ょゃぇょちぇすぬの こはすぬの 

せつっくうおぇきう? ╁ かせつてっき しかせつぇっ けくう 
しきけゅせす こけかせつうすぬ  600 すにしはつ させぉかっえ, 
ぇ しけょっさあぇくうっ ておけかに けぉたけょうすしは ゃ 
ょゃぇ きうかかうけくぇ.  ╋けあっす ぉにすぬ, ねすう けこぇ-
しっくうは くぇこさぇしくに, う ゃしおけさっ こけはゃはすしは 
くけゃにっ きったぇくういきに, くけ こけおぇ つすけ きくっ 
しすさぇてくけ いぇ しせょぬぉせ きぇかけおけきこかっおすくにた 
ておけか, おけすけさにっ しっえつぇし ゃにあうゃぇのす いぇ 
しつひす ょけすぇちうえ. ‶さうつひき ょっくぬゅう けすぉう-
さぇのすしは せ おさせこくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうえ, ぇ ゃ うすけゅっ う すっ う ょさせゅうっ 
あうゃせす けょうくぇおけゃけ こかけたけ. ′ぇゃっさくけっ, 
いぇおけくけょぇすっかう せゃうょっかう, つすけ けす ねすけえ 
こさぇおすうおう くせあくけ ういぉぇゃかはすぬしは, くけ つすけ 
ょっかぇすぬ – くっ いくぇのす. 

╁ ちっかけき きに ゅけすけゃに お さっそけさきう-
さけゃぇくうの: っしすぬ ゃしっ くけさきぇすうゃくけ-
こさぇゃけゃにっ ぇおすに, させおけゃけょうすっかう ておけか 
こさけてかう こけょゅけすけゃおせ, くっけょくけおさぇすくけ し 
くうきう こさけゃけょうかうしぬ しけゃっとぇくうは.

‶けかゅけょぇ きに ぉせょっき いぇくうきぇすぬしは 
そうくぇくしけゃけ-たけいはえしすゃっくくけえ すっきけえ, 
すぇお おぇお くけゃにえ いぇおけく こけょさぇいせきっゃぇ-
っす ぉけかぬてせの しぇきけしすけはすっかぬくけしすぬ させ-
おけゃけょうすっかは. [ぇくぬてっ 90 こさけちっくすけゃ 
さぇぉけすに ゃにこけかくはかう ぉせたゅぇかすっさうは 
う こかぇくけゃけ-ねおけくけきうつっしおうえ けすょっか 
せこさぇゃかっくうは. ] 2012 ゅけょぇ そうくぇくしけ-
ゃにえ こかぇく しすぇくっす いぇぉけすけえ ょうさっおすけ-
さけゃ, し ねすうき すけあっ しゃはいぇくに けこさっょっ-
かひくくにっ けこぇしっくうは…

– ╄とひ けょくけえ しっくしぇちうっえ しすぇかう 
くけゃにっ ]ぇく‶う′に ょかは けぉさぇいけ-
ゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ. ╇い-いぇ 
せあっしすけつっくうは しぇくうすぇさくにた すさっ-
ぉけゃぇくうえ くぇてう ておけかに くっ いぇおさけ-
のす こっさっょ こっさゃにき しっくすはぉさは? 

– ‶け きけうき こけょしつひすぇき, つすけぉに けぉ-
さぇいけゃぇすっかぬくにっ せつさっあょっくうは しけけす-
ゃっすしすゃけゃぇかう くけゃにき しぇくうすぇさくにき 
くけさきぇき ゃ こけしかっょせのとうっ ゅけょに きに 
ょけかあくに ゃかけあうすぬ ゃ くうた くっ きっくっっ しすぇ 
きうかかうけくけゃ させぉかっえ.  ]ぇきけっ しすさぇて-
くけっ こけしかっょしすゃうっ くけゃにた しぇくうすぇさくにた 
こさぇゃうか  – けすきっくぇ ゅさせここ こさけょかひくくけ-
ゅけ ょくは. ‶け ]ぇく‶う′ぇき ておけかぇ ょけかあくぇ 
けぉっしこっつうすぬ ょくっゃくけえ しけく, せ くぇし くっす 
お ねすけきせ くうおぇおうた ゃけいきけあくけしすっえ, いくぇ-
つうす, こっさゃけおかぇししくうおう くっ しきけゅせす さぇし-
しつうすにゃぇすぬ くぇ ておけかせ こけかくけゅけ ょくは, う 
さけょうすっかう しうかぬくけ こけしすさぇょぇのす. 

〈けつくけ ぉせょせす ゃにいにゃぇすぬ くぇさっおぇくうは 
いけくに けすょにたぇ ゃ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつ-
さっあょっくうはた, すけつくっっ うた こけかくけっ けすしせす-
しすゃうっ.  ╄とひ けょくぇ ぉけかぬてぇは  こさけぉかっきぇ 
–  しこっちうぇかぬくぇは きっぉっかぬ ょかは おぇぉうくっすけゃ 
そういうおう, たうきうう, ぉうけかけゅうう. ぅ すけつくけ 
いくぇの, つすけ ゃこっさっょう せ くぇし けゅさけきくぇは さぇ-
ぉけすぇ こけ ゃけししすぇくけゃかっくうの くぇさせあくけゅけ 
けしゃっとっくうは, こさっょせしきけすさっくくけゅけ ゃ ]ぇく-
‶う′ぇた, ゃけいゃっょっくうの いぇぉけさけゃ, おけすけさにっ 
しすけはす きうかかうけくに.  ‶け くけゃにき こさぇゃうかぇき 
きっょうちうくしおうっ おぇぉうくっすに ょけかあくに ぉにすぬ 
くっ すけかぬおけ こけかくけしすぬの けしくぇとっくに, くけ 
う くぇたけょうすぬしは くぇ こっさゃけき ねすぇあっ – ねすけ 
せしかけゃうっ しけぉかのょっくけ かうてぬ ゃ しっきう けぉ-
さぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうはた. 

╋けあくけ いぇょぇすぬしは ゃけこさけしけき, こけつっ-
きせ すぇお? ‶けすけきせ つすけ ぉにかう 90-っ ゅけょに, 
おけゅょぇ ておけかに あうかう, おぇお ╀けゅ くぇ ょせてせ 
こけかけあうす.  ′け ゃけす くぇしすぇか すけす こっさうけょ, 
おけゅょぇ けす くぇし こけすさっぉけゃぇかう くぇゃっしすう 
こけさはょけお.

‶さっょしすけはす さぇぉけすに こけ いぇきっくっ 
けおけく. 』すけぉに  しょっかぇすぬ うた きけょうそう-

おぇちうの すぇおけえ, おぇお すさっぉせのす くけさきに, 
くせあくけ きっくはすぬ しぇきけ けおくけ, ぇ ねすけ 
けこはすぬ – きうかかうけくに う おぇこうすぇかぬくにっ 
さっきけくすに. 

′ぇ 65 こさけちっくすけゃ  ておけかに けしくぇとっ-
くに しけゃさっきっくくけえ きっぉっかぬの, こさけぉかっ-
きに っしすぬ すけかぬおけ ゃ けしくけゃくけえ ておけかっ. 
]けゃしっき こかけたけ けぉしすけはす ょっかぇ しけ しすけ-
かはさくにきう う しかっしぇさくにきう きぇしすっさしおう-
きう, おぇぉうくっすぇきう すったくけかけゅうう, ╇╆¨ う 
きせいにおう  – すせょぇ くせあくけ いぇおせこぇすぬ きぇし-
しせ けぉけさせょけゃぇくうは. 

╋っくは しきせとぇのす ゃっとう, しゃはいぇく-
くにっ し うしこけかぬいけゃぇくうっき すったくうつっしおうた 
しさっょしすゃ けぉせつっくうは, ぉせょせす ぉけかぬてうっ 
ゃけこさけしに こけ せつっぉくうおぇき. ╄しかう いぇ-
おけくけょぇすっかう けこさっょっかうかう, つすけ ょかは 
くぇつぇかぬくけえ ておけかに ゃっし こけさすそっかは  
くっ ぉけかっっ 1,5 おゅ,  ぇ ょっすう こけきうきけ 
おくうゅ くけしはす し しけぉけえ かうつくにっ ゃっとう う 
ておけかぬくにっ こさうくぇょかっあくけしすう, いくぇ-
つうす, せつっぉくうおう ょけかあくに たさぇくうすぬしは ゃ 
ておけかっ, ぇ ょかは ゃにこけかくっくうは ょけきぇてくうた 
いぇょぇくうえ おぇあょけきせ さっぉひくおせ くっけぉたけ-
ょうき ゃすけさけえ おけきこかっおす かうすっさぇすせさに.  
〈けかぬおけ くぇ せつっぉくうおう ょかは こっさゃけ-
おかぇししくうおけゃ きに ゃにょっかうかう きうかかうけく 
60 すにしはつ させぉかっえ, おぇおけえ いょっしぬ きけ-
あっす ぉにすぬ ゃすけさけえ おけきこかっおす? ‶っさっょ 
くぇきう ゃしひ さぇゃくけ ゃしすぇくっす こさけぉかっきぇ 
こっさっゅさせいおう. ¨ょうく うい ゃぇさうぇくすけゃ – 
こっさったけょ くぇ けぉせつっくうっ ぉっい ょけきぇてくうた 
いぇょぇくうえ, ょかは ねすけゅけ くせあくけ こっさっこう-
しにゃぇすぬ せつっぉくにっ こかぇくに. 

– ¨すおせょぇ ぉさぇすぬ すぇおうっ けゅさけき-
くにっ しせききに くぇ さっきけくすに, けぉけさせ-
ょけゃぇくうっ, きっぉっかぬ?

– [っきけくすに けしせとっしすゃかはのすしは すけかぬ-
おけ いぇ しつひす しさっょしすゃ きっしすくけゅけ ぉのょ-
あっすぇ, こかのし しせぉゃっくちうう – 4,5-5 きかく 
ゃ ゅけょ. ]せききぇ ぉけかぬてぇは, くけ っしかう さぇい-
ょっかうすぬ っひ くぇ しっきくぇょちぇすぬ ておけか こけ-
かせつぇっすしは くっ すぇお きくけゅけ. ╁ すっおせとっき 
ゅけょせ う ょぇあっ ゃ しかっょせのとっき ょっくっゅ くぇ 
ゃしっ さぇぉけすに くぇき くっ ゃにょっかはす. ]っえつぇし 
くせあくけ いぇおぇくつうゃぇすぬ しすさけうすっかぬしすゃけ う 
さっきけくす ょっすしおうた しぇょけゃ, すけかぬおけ こけすけき 
ぉせょっき ょせきぇすぬ こさけ ておけかに. 

╉ しけあぇかっくうの, おぇお せあっ ゅけゃけさう-
かけしぬ, ゃけこさけしに さっきけくすぇ – ねすけ しせゅせぉけ 
きせくうちうこぇかぬくにえ せさけゃっくぬ, う いょっしぬ 
くぇき くせあくぇ こけきけとぬ さけょうすっかっえ. ╉け-
くっつくけ, つぇしすぬ けぉはいぇすっかぬくにた さぇぉけす 
ゅけさけょ ゃにこけかくうす, ぇ いぇ こけきけとぬの ゃ 
こけおさぇしおっ, こけぉっかおっ う こさけつっき ておけかに 
ぉせょせす こけ-こさっあくっきせ けぉさぇとぇすぬしは お 
さけょうすっかはき. ╀っい ねすけゅけ こぇさすくひさしすゃぇ 
くぇき くっ けぉけえすうしぬ. 

【おけかぇ – ねすけ しけちうぇかぬくにえ うくしすう-
すせす, おけすけさにえ けぉはいぇく さぇいゃうゃぇすぬ, けぉ-
せつぇすぬ, ゃけしこうすにゃぇすぬ. ╇, くぇゃっさくけっ, 
ゃぇあくけ, つすけぉに ゃ ておけかぇた  ぉにかぇ けす-
さっきけくすうさけゃぇくくぇは おぇくぇかういぇちうは, くけ-
ゃにっ こぇさすに, くけ ねすけ くっ ゅかぇゃくけっ. ╋っくは 
さぇょせっす, つすけ ょうさっおすけさぇ, せつっくうおう, こっ-
ょぇゅけゅう, さけょうすっかう さぇぉけすぇのす くぇょ しけ-
ちうぇかぬくにきう こさけっおすぇきう, せつぇす ゃけかけく-
すひさけゃ, ゅけすけゃはす ゃけあぇすしおうっ けすさはょに 
– ゃけす つすけ ょっえしすゃうすっかぬくけ いくぇつうきけ. 
ぅ せゃっさっく, つすけ こっさゃけゅけ しっくすはぉさは きに 
し こっしくはきう けこはすぬ こけえょひき ゃ ておけかせ, 
こけすけきせ つすけ ゃしっ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ 
せつさっあょっくうは うきっのす かうちっくいうの う ゅけ-
しせょぇさしすゃっくくせの ぇおおさっょうすぇちうの.   
╀っしっょけゃぇかぇ ┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿
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╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋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  «》╄[〉╁╇╋». 〈/]

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 〈/] «╂[〉‶‶┿ ]』┿]〈をぅ»
22.30 «╊ぃ╀¨╁を  ╂╊┿╆┿╋╇ 

╋〉╅』╇′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 〈/] «╀¨[╃╅╇┿»
01.05 》/《 «′┿ ]┿╋¨╋ ╃′╄ 

¨╉╄┿′┿»
03.15 》/《 «╃¨╀｠』┿»

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  〈/]  «╀〉╋╄[┿′╂ ╇╆ 

‶[¨【╊¨╂¨»
23.45 ╃╄╅〉[′｠╈ ‶¨ ]〈[┿′╄
00.45 ╁╄]〈╇+
01.05 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.15 》/《 «]¨╀┿╉┿ ′┿ ]╄′╄»

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋»
8.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...»
9.30, 10.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
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 〈/] «╊╇〈╄╈′｠╈»
21.30 〈/] «╋¨]╉╁┿.  『╄′〈- 

[┿╊を′｠╈ ¨╉[〉╂»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
2 3 . 3 5  « 』 ╄ ] 〈 ′ ｠ ╈  ‶ ¨ ′ ╄ -

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

╁╄[╉┿»

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «╅╄╊┿′╇╄ ╊ぃ╀╁╇»
12.55 ╁┿╅′｠╄ ╁╄】╇
13.10 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
14.10 》/《 «╋╄〈╄╊を»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.35 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.00, 18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.20 ╉¨′╉〉[] 』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨.

╆¨╊¨〈｠╄ ]〈[┿′╇『｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05  ]┿〈╇.  ′╄]╉〉』′┿ぅ ╉╊┿]-

]╇╉┿...
20.45 ACADEMIA
21.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.45 ╉〈¨ ╋｠?
22.15 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ ‶〉〈╄- 

【╄]〈╁╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
01.05 》/《 «′╄╀¨╊を【¨╈ ╃╇╁╇-

╃╄′╃ ¨〈『┿»
02.30 [. 【〉╋┿′. 〉╁╄[〈ぃ[┿, 

]╉╄[『¨ ╇ 《╇′┿╊

7.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
7.30 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
8.30 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
9.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
9.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
10.00 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
10.35, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.50 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
11.50 》/《 «]‶┿[〈┿′╄『»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 《〉〈╀¨╊. [¨]]╇ぅ - ┿[╋╄-

′╇ぅ. ‶¨]╊╄ ╋┿〈』┿
15.55 ‶[╄]]-╉¨′《╄[╄′『╇ぅ 《. 

╄╋╄╊をぅ′╄′╉¨
17.00, 21.00 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇-

′¨╀¨[]〈╁┿
18.00, 02.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
18.10 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
18.35 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
19.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.50 》/《 «[╄]〈╊╄[»
00.00, 03.10 ╁╄]〈╇.RU
00.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
01.10 TOP GEAR
02.25, 03.25 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.20 》/《 «]╉┿╆╉┿  ¨ 『┿[╄ ]┿╊-

〈┿′╄»
9.45 》/《 «‶╄[╁｠╈ 〈[¨╊╊╄╈╀〉]»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′- 

′¨╂¨ ╋┿]【〈┿╀┿ - 2»
16.30 «╁[┿』╇»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.30 》/《 «┿′╇]╉╇′ ╇ 《┿′〈¨-

╋┿]», 1 ]╄[╇ぅ
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╋〉╅』╇′┿ ╃¨╊╅╄′ 

‶╊┿〈╇〈を»
22.50 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.10 «《〉〈╀¨╊を′｠╈ 『╄′〈[»
00.40 〈/] «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ 

╉[╇]〈╇»
02.35 〈/] «‶〉┿[¨ ┿╂┿〈｠ ╉[╇- 

]〈╇»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.10 》/《 «‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿»
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
21.00 》/《 «╋¨[]╉¨╄ ‶[╇╉-

╊ぃ』╄′╇╄»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 》/《 «╀╄╆〉╋╇╄»
02.55 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
03.55 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.55 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿

5.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 3», 

1 ]╄[╇ぅ
11.00 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿ - 

2», 1-5 ]╄[╇╇
16.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.20 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ╅┿╃′¨]〈╇»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
21.00 》/《 «¨╀╇〈╄╊を ╆╊┿»
23.00 ′¨╁¨]〈╇
23.30 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 «╋┿]╉╇»
0 0 . 3 0  〈 / ]  « ] ╄ ╉ [ ╄ 〈 ′ ｠ ╄ 

╋┿〈E[╇┿╊｠»
02.15 》/《 «╁¨╃¨‶┿╃ ┿′╂╄╊┿»
04.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30, 6.30 ╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
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»
22.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅- 

′¨]〈╇»
23.30 》/《 «‶╄[╁｠╈ 〉╃┿[»
01.10 〈/]  «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈-

╁╄′′¨╄»
03.00 «‶¨╉╄[ ‶¨]╊╄ ‶¨-

╊〉′¨』╇»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 〈/] «╉┿╉ ぅ ╁]〈[╄〈╇╊ ╁┿【〉 
╋┿╋〉»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30, 23.35 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.30, 18.30 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
19.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»

22.00 》/《 «╁╇╃ ]╁╄[》〉 ╊〉』【╄»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╃′╄╁′╇╉ «╉╇′¨〈┿╁[»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 〈/] «╆╁╄[を»
03.15 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
05.10 〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»

5.15 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
6.20, 18.10, 00.10, 03.50 ‶┿〈[〉╊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 «DE FACTO»
10.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
11.10 «╂〉[╋ぁ»
11.40 «‶[¨╉〉[┿〈〉[┿. ′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ╉¨′『╄[〈 «╉¨╂╃┿ ‶¨ぃ〈 ]¨╊╃┿〈｠»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄  [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30,   03.20 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. 〈[〉╃¨╁｠╄  

¨T′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «┿╊╄╉]┿′╃[¨╁]╉╇╈ ]┿╃», 4 ].
23.40 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.40 «DE FACTO»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

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
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ 
жителей Советского и 

Лесозаводского поселков!
С 23-00 час. 30 мая до 07-00 час. 31 мая 2011 года 

будут проводиться гидравлические опрессовки квар-
тальных тепловых сетей с прекращением горячего водо-
снабжения.

1 и 2 июня 2011 года с 00-00 час. до 06-00 час. будут 
проводиться опрессовки подающих трубопроводов ма-
гистральных и разводящих тепловых сетей. В начальный 
переод после гидравлических опрессовок подача ГВС 
возможна с пониженным давлением и температурой.

В случае обнаружения утечек ГВС звонить 4-84-80.

ООО "ЖКХ-Холдинг"

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ

Кресло-кровать, 5 т.р., кровать 
с д/спинкой, матрацем, 5 т.р. 4-51-00.

Р Е К Л А М А

ÄÅÒÑÊÎÅ
ПРОДАМ

Коляска зима-лето (люлька и 
прогулка), цвет зеленый, колеса 
резина, состояние хорошее. Ц. 5 т.р. 
8-922-15-64-690.

Р Е К Л А М А

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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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ССмммооттрриитее ннооввоссти наа кааналле 

«ВВекк ттеллеввиддеениия»«ВВекк ттеллеввииддеениия»
сс пооннеделльнникка по пяттниицу,, и иитогоовыйо дд ка о я у  и то овый

ддд
сс попоннедделльнникка ппо ппяттниицу,, и иитогооввый

ввыппусск в ссубббботту ии воосккресееньее вввыппусск вв ссуубббботту ии вооскркрессееньее в

8 8 0000
РЕКЛАМА

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

ВНИМАНИЕ 
жителей Советского и 

Лесозаводского поселков!
С 23-00 час. 30 мая до 07-00 час. 31 мая 2011 года 

будут проводиться гидравлические опрессовки квар-
тальных тепловых сетей с прекращением горячего водо-
снабжения.

1 и 2 июня 2011 года с 00-00 час. до 06-00 час. будут 
проводиться опрессовки подающих трубопроводов ма-
гистральных и разводящих тепловых сетей. В начальный 
переод после гидравлических опрессовок подача ГВС 
возможна с пониженным давлением и температурой.

В случае обнаружения утечек ГВС звонить 4-84-80.

ООО "ЖКХ-Холдинг"

ÐÀÇÍÎÅ
ПРОДАМ

Кресло-кровать, 5 т.р., кровать 
с д/спинкой, матрацем, 5 т.р. 4-51-00.

Р Е К Л А М А

ÄÅÒÑÊÎÅ
ПРОДАМ

Коляска зима-лето (люлька и 
прогулка), цвет зеленый, колеса 
резина, состояние хорошее. Ц. 5 т.р. 
8-922-15-64-690.

Р Е К Л А М А

БЕСПЛАТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ



2 èþíÿ
2011 ãîäà6 Âòîðíèê, 7 èþíÿ ÒÂ

‶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, 01.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
11.30, 02.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊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 ╉ ‶[¨《╄]]╇╇»
19.05 ]‶╄╉〈┿╉╊を 〈〉╈╋┿╆╇′]╉¨╂¨ 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨-

]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿ ╃[┿╋｠. 』┿]〈を 1-ぅ
20.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «》╄[〉╁╇╋». 〈/]
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊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 〈/] «╂[〉‶‶┿ ]』┿]〈をぅ»
22.30 ‶[╄╋を╄[┿. «╀╄╆〉╋『｠»
23.30 《〉〈╀¨╊. ]╀¨[′┿ぅ [¨]-

]╇╇ - ]╀¨[′┿ぅ ╉┿╋╄[〉′┿
01.30 ‶[╄╋を╄[┿. «╀╄╆〉╋『｠»
02.30 》/《 «]′┿╈‶╄[ - 3»
04.10 «》¨』〉 ╆′┿〈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 〈/] «╀〉╋╄[┿′╂ ╇╆ ‶[¨-

【╊¨╂¨»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ]╁╇╃╄〈╄╊╇
01.15 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.25   》/《   «╊┿╀╇[╇′〈｠ ╊╅╇», 

1 ]╄[╇ぅ
04.10 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[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, 19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╋〉》-

〈┿[┿»
19.30 〈/] «╊╇〈╄╈′｠╈»
21.30 〈/] «╋¨]╉╁┿.  『╄′〈- 

[┿╊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 》/《 «╃╅〉╊を╀┿[]»
12.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ‶ぅ〈¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄
14.20 》/《 «[¨]]╇ぅ ╋¨╊¨╃┿ぅ», 

6 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16 . 35  〈 /]  «╃╄╁¨』╉┿  ╇╆ 

¨╉╄┿′┿»
17.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.25 ╉¨′╉〉[] 』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨.
╆¨╊¨〈｠╄ ]〈[┿′╇『｠
18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
20.45 ACADEMIA
21.30 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
22.15 ┿‶¨╉[╇《
23.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ ‶〉-

〈 ╄ 【 ╄ ] 〈 ╁ ╇ ぅ  ╇ ╁ ┿ ′ ┿ 
〈¨╊]〈¨╂¨

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

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

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

〉[┿╊┿
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00, 15.35 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
10.50, 14.00, 18.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.05 》/《 «╊¨╅′¨╄ ╇]╉〉【╄′╇╄»
13.40, 00.55, 03.50 ╁╄]〈╇.RU
14.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
15.05 «]〈┿╊を′｠╄ ╉〉╊┿╉╇ ¨╉╇-

′┿╁｠»
16.30 》/《 «[╄]〈╊╄[»
18.55 《〉〈╀¨╊. «〉[┿╊» - «]╇╀╇[を»
21.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
21.30 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
22.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
22.55 《〉〈╀¨╊. ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′ - 

╂╄[╋┿′╇ぅ
01.10, 02.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
01.30 TOP GEAR
02.45, 04.05 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.35 》/《 «〉╊╇『┿ ‶¨╊′┿ ′╄-

¨╅╇╃┿′′¨]〈╄╈»
10.00, 11.45, 》/《 «[┿╆╁¨╃ ╇ 

╃╄╁╇』をぅ 《┿╋╇╊╇ぅ»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′′¨╂¨ 

╋┿]【〈┿╀┿ - 2»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.30 》/《 «┿′╇]╉╇′ ╇ 《┿′〈¨-

╋┿]», 2 ]╄[╇ぅ
19.55 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╀╊¨′╃╇′╉┿ ╁ ′¨-

╉┿〉〈╄»
22.50 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠
00.15 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ‶¨╃ ╂[╇-

《¨╋ «]¨╁╄[【╄′′¨ ]╄-
╉[╄〈′¨ - 3»

02.00 》/《 «╋〉╅』╇′┿ ╃¨╊╅╄′ 
‶╊┿〈╇〈を»

03.50 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
04.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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 ]〈[┿【- 

′¨╄ ╉╇′¨»
22.35 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.55 》/《 «╃╁〉╊╇╉╇╈ 〉╀╇╈『┿»
04.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 3»
10.55 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
12.00 〈/] «╋¨[]╉¨╈  ‶┿〈[〉╊を 

2», 3-5 ]╄[╇╇
16.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.30 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
21.00 》/《 «¨╀╇〈╄╊を ╆╊┿ 3»
23.00 ′¨╁¨]〈╇
23.30 «]〈╄′╃»
00.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
00.30 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄- 

[╇┿╊｠»
02.15 》/《 «╊╄]′¨╈ ╁¨╇′»
04.05 》/《 «╁¨╃¨‶┿╃ ┿′╂╄╊┿»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30, 6.30 ╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
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 ‶╄[╄╃┿』┿»
14.30   》/《   «┿╂╄′〈   ╉¨╃╇ 

╀ぁ′╉]»
17.00 〈/] «‶¨ ╆┿╉¨′〉»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30, 23.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
21.00 〈/] «NEXT - 2»
22.00 «╅┿╃′¨]〈を»
23.30 》/《 «╉¨[¨╊╄╁┿ ‶[¨-

╉╊ぅ〈｠》»
01.30 》/《 «┿′〈╇╀〉╋╄[»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠»

6.00 〈/] «╉┿╉ ぅ ╁]〈[╄〈╇╊ ╁┿【〉 
╋┿╋〉»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
10.30 》/《 «╁╇╃ ]╁╄[》〉 ╊〉』【╄»
13.00, 18.30 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
19.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 〈/] «╋╄〈¨╃  ╊┿╁[¨╁¨╈»
22.00 》/《 «ぁ〈¨ ╁]┱ ¨′┿»
23.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》
01.30 〈/] «╆╁╄[を»
03.15 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
05.10 〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»

5.20, 9.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
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 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
9.40 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 ╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
11.40 «〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╂〉《]╇′»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05, 22.00 〈/] «┿╊╄╉]┿′╃[¨╁]╉╇╈ ]┿╃»
17.10 «‶¨╉〉‶┿ぅ, ‶[¨╁╄[ぅ╈!»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.10, 00.10, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊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 〉[《¨»
00.40 «DE FACTO»
00.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 8 èþíÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 02.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄) 
05.30, 20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[-

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

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00, 01.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.30, 02.00 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «『┿[]〈╁¨ ╋╄[〈╁｠》». ╃/《
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 ╉ ‶[¨《╄]]╇╇»
19.05 ]‶╄╉〈┿╉╊を 〈〉╈╋┿╆╇′]╉¨╂¨ 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ ╂¨-

]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿ ╃[┿╋｠. 』┿]〈を 2-ぅ
22.00 «》╄[〉╁╇╋». 〈/]
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»

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 〈/] «╂[〉‶‶┿ ]』┿]〈をぅ»
22.30 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 》/《 «╀╄╊｠╈ ╁¨[¨〈-

′╇』¨╉»
00.40 «╉┿╊╇《[╄′╇ぅ».  ′¨╁｠╈ 

]╄╆¨′
01.10 》/《 «╉¨′╄『 [¨╋┿′┿»
03.15 》/《 «′╇ ╅╇╁ ′╇ ╋╄[〈╁ 2»

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  〈/]  «╀〉╋╄[┿′╂  ╇╆ ‶[¨-

【╊¨╂¨»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 ]╁╇╃╄〈╄╊╇
01.20 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇╉┿
02.30   》/《   «╊┿╀╇[╇′〈｠ ╊╅╇», 

2 ]╄[╇ぅ
04.20 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

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

【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!»
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 〈/] «╊╇〈╄╈′｠╈»
21.30 〈/] «╋¨]╉╁┿.  『╄′〈- 

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

ぅ′╄『»
00.25 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
01.30 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.20 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
03.25 «╃¨ ]〉╃┿»
04.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «‶〉〈╄╁╉┿ ╁ ╅╇╆′を»
12.30, 17.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.20 》/《 «[¨]]╇ぅ ╋¨╊¨╃┿ぅ», 

7 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.35 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.25 ╉¨′╉〉[] 』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨
18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.45, 01.55 ACADEMIA
21.30 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
22.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
22.15 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ ‶〉〈╄- 

【╄]〈╁╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «‶┿『┿′｠»
01.25 ]╇╋《¨′╇』╄]╉╇╄ 《[┿╂-

╋╄′〈｠ ╇ 》¨[｠ ╇╆ ¨‶╄[ 
╃╅. ╁╄[╃╇

02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00, 20.00 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄- 
[╇′╀〉[╂

7.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00, 18.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
10.20, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.35, 15.45 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
11.30 》/《 «[╄]〈╊╄[»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.15 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨- 

╀¨[]〈╁┿
15.20 «〈┿╈′┿ ¨]〈[¨╁┿»
16.40 》/《 «〈[〉╃′｠╄ ╃╄′を╂╇»
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.05  «『]╉┿  -  «]‶┿[〈┿╉». 
‶[¨〈╇╁¨]〈¨ぅ′╇╄»
22.15 》/《 «‶¨╄╆╃ ]╋╄[〈╇»
00.00, 03.35 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «[╄╈〈╇′╂»
01.05 TOP GEAR
02.20, 03.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 》/《 «╉ 』┱[′¨╋〉 ╋¨[ぃ»
9.50 》/《 «]╊╄╃ ╁ ¨╉╄┿′╄»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╃¨』╄′を╉┿ ╋¨ぅ»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′- 

′¨╂¨ ╋┿]【〈┿╀┿ - 2»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.30 》/《 «╇ ]′¨╁┿ ┿′╇]- 

╉╇′», 1 ]╄[╇ぅ
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00  》/《  «¨′┿  ]╉┿╆┿╊┿ «╃┿»
22.55 «〈╁ 『╄》»
00 . 20  》 /《  «╋┿《╇ぅ  ╀╄] -

]╋╄[〈′┿»
02.05 》/《 «╉¨╊を╄ ╃╊ぅ ]′╄╅- 

′¨╈ ╀┿╀｠»
03.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

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

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

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

╉╇′¨ - 2»
22.20 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.55 》/《 «′┿ [┿╆[｠╁»
04.45 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 3»
10.55 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
11.20 》/《 «〈[╇ ╃′ぅ ╁ ╋¨]╉- 

╁╄», 1-2 ]╄[╇╇
14.00 》/《 «《┿╀[╇╉┿ ]』┿]〈をぅ»
16.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.20 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
21.00 》/《 «』╄〈╁┱[〈｠╈ ╁╇╃»
23.00 ′¨╁¨]〈╇
23.30 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 «╋┿]╉╇»
00.30 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄- 

[╇┿╊｠»
02.15 》/《 «〈╄》┿]]╉╇╄ [╄╈′- 

╃╅╄[｠»
03.55 》/《 «╊╄]′¨╈ ╁¨╇′»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30, 6.30 ╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
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 ‶╄[╄╃┿』┿»
14.30 》/《 «┿╂╄′〈 ╉¨╃╇ ╀ぁ′╉] 2: 

′┿╆′┿』╄′╇╄ - ╊¨′╃¨′»
17.00 〈/] «‶¨ ╆┿╉¨′〉»
18.00 «』╄]〈′¨»: «╊¨》¨〈[¨′»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30, 23.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
21.00 〈/] «NEXT - 2»
22.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇〈¨[╇╇
23.30 》/《 «‶¨╄╆╃ ′┿ ぃ╋〉»
01.50 «╁ 』┿] ‶╇╉»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠ - 2»

6.00 〈/] «╉┿╉ ぅ ╁]〈[╄〈╇╊ ╁┿【〉 
╋┿╋〉»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
10.30 》/《 «╁¨╉[〉╂ ]╁╄〈┿ ╆┿ 80 

╃′╄╈»
12.30, 18.30 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
19.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 〈/] «╋╄〈¨╃  ╊┿╁[¨╁¨╈»
22.00 》/《 «╃[ぅ′′｠╄ ╃╄╁-

』¨′╉╇»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╃′╄╁′╇╉ «╉╇′¨〈┿╁[»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 〈/] «╆╁╄[を»
03.15 》/《 «‶¨『╄╊〉╈  ╋〉╋╇╇»
05.05 〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»

5.20, 9.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
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 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄  [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
16.05, 22.00 〈/] «┿╊╄╉]┿′╃[¨╁]╉╇╈ ]┿╃»
17.10 «]╄╉[╄〈｠ ]〈[¨╈′¨]〈╇»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
18.10, 00.10, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊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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]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ ╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

«ÍÅ ÂÎËÍÓÉÒÅÑÜ: Ó ÂÀÑ ÅÑÒÜ ß!» 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╁¨]‶╇〈┿〈╄╊を ょっすしおけゅけ しぇょぇ 〈. 〈せすにくうくぇ, ゃにえょは くぇ いぇ-
しかせあっくくにえ けすょにた, けつっくぬ しおけさけ こけくはかぇ, つすけ すぇおけっ あういくぬ 

こっくしうけくっさぇ. ╁けさつぇすぬ くぇ しせょぬぉせ くっ しすぇかぇ, ぇ さってうかぇ っとひ こけさぇぉけ-
すぇすぬ, こけきけゅぇは こけあうかにき う けょうくけおうき: ねすけ せ くっひ しっきぬは, こけょさせゅう, 
けぉとっくうっ う しぇきにっ さぇいくにっ うくすっさっしに, ぇ ゃっょぬ っしすぬ かのょう, おけすけさにき 
くっ し おっき こけゅけゃけさうすぬ う くっおけきせ ょぇあっ たかっぉぇ し きけかけおけき うい きぇゅぇ-
いうくぇ こさうくっしすう. 〈ぇお 〈ぇきぇさぇ 〈さけそうきけゃくぇ こっさゃけゅけ ぇこさっかは 1997 
ゅけょぇ こけはゃうかぇしぬ ゃ おけきこかっおしくけき ちっくすさっ 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. ╄え こけさせつうかう けこっおぇすぬ あうかぬちけゃ ╃けきぇ ゃっすっさぇくけゃ.

¨ょくぇおけ, けょくけ ょっかけ せすさっくくうおう, 
くぇ おけすけさにた きぇかぬつうおう-いぇえつうおう う 
ょっゃけつおう-こさうこっゃけつおう せきうかうすっかぬ-
くけ こけのす う すぇくちせのす, くぇ いぇくはすうはた 
さうしせのす ちゃっすけつおう う こすうつっお, ょさせゅけっ 
– たゃけさにっ, ぇ いくぇつうす, ゃけさつかうゃにっ 
ぉぇぉおう-ょっょおう, つぇしすけ し こぇきこっさしぇきう 
う こさけかっあくはきう. 

– ╆くぇっすっ, ょっすしすゃけ う しすぇさけしすぬ 
– ょゃぇ こけかのしぇ けょくけゅけ てぇさぇ こけょ 
くぇいゃぇくうっき «あういくぬ», きけあっす, こけ-
ねすけきせ こけょつぇし きぇかにてう う こけあう-
かにっ すぇお こけたけあう ょさせゅ くぇ ょさせゅぇ: 
ぉっしこけきけとくけしすぬの, こけすさっぉくけしすぬの 
ゃ こけょょっさあおっ, かぇしおっ, ゃくうきぇくうう, – 
さぇししせあょぇっす くぇてぇ ゅっさけうくは. – ╋くっ 
ゃっいひす し きけうきう こけょけこっつくにきう, こけ-
ねすけきせ けしすぇくせしぬ し くうきう, こけおぇ っしすぬ 
しうかに.

┿ せあ おぇお くっしおぇいぇくくけ こけゃっいかけ 
おかうっくすぇき  ちっくすさぇ し しけちさぇぉけすくう-
おけき 〈せすにくうくけえ! 

– ぁすけ つっしすくっえてうえ つっかけゃっお, おけ-
すけさにえ ゃしひ ょっかぇっす けす ょせてう, ぉっい 
おぇおけゅけ-すけ かうちっきっさうは, – ゅけさはつけ 
せぉっあょぇっす くぇし あうすっかぬくうちぇ ╃けきぇ 
ゃっすっさぇくけゃ ′ぇょっあょぇ ′うおうすうつくぇ 
┿さすけてうくぇ. – ¨くぇ くっ こさけしすけ せし-
かせゅう こけかけあっくくにっ ゃにこけかくはっす, くけ 
う こけゅせかはすぬ しゃけょうす, こけしうょうす, こけ-
ゅけゃけさうす, くっ しつうすぇはしぬ しけ しゃけうき 
ゃさっきっくっき.

– ╁っさくけ, う すぇかけく お ゃさぇつせ ょけ-
しすぇくっす, う いぇはゃかっくうっ くぇ しせぉしうょうの 
くぇこうてっす, – こけょすゃっさあょぇっす っひ しけ-
しっょおぇ ╂ぇかうくぇ ┿くょさっっゃくぇ 》うすひ-

ゃぇ. – ′ぇつくひてぬ ゃにおかぇょにゃぇすぬ しゃけう 
こさけぉかっきに, ぇ 〈ぇきぇさぇ 〈さけそうきけゃくぇ 
しさぇいせ せしこけおぇうゃぇっす: «′っ ゃけかくせえ-
すっしぬ, ゃっょぬ せ ゃぇし っしすぬ は!»

¨くぇ すぇとうす おぇあょにえ ょっくぬ こけ 
ょゃっ しせきうとう こさけょせおすけゃ, こさうつひき, し 
ゃっつっさぇ しけしすぇゃかっくくにえ しこうしけお こけ-
すけき せょうゃうすっかぬくけ さぇいさぇしすぇっすしは: 
ぉぇぉせかう いゃけくはす ょけきけえ, ゃしこけきくうゃ 
っとひ け おぇおけえ-くうぉせょぬ ゃおせしくはすうくっ. 
╁ けょくけえ おゃぇさすうさっ しっゅけょくは せ くっひ 
きにすぬひ けおけく, ゃ ょさせゅけえ – せぉけさおぇ, ゃ 
すさっすぬっえ くぇょけ いぇくぇゃっしおう こけきけつぬ 
たけいはえおっ こけゃっしうすぬ. 

– ┿ ゃしすさっつぇ し 〈ぇきぇさけえ 〈さけそう-
きけゃくけえ ゃしっゅょぇ くぇつうくぇっすしは し っひ 
ゃけこさけしぇ: «╉ぇお ょぇゃかっくうっ, くぇしすさけ-
っくうっ?» – ょっかうすしは ╊うは ]すっこぇくけゃ-
くぇ 【ってうくぇ. – ]ゃっすかにえ つっかけゃっお, 
っしかう ぉに ゃしっ すぇおうっ ぉにかう かのょう! ‶け-
しきけすさうすっ, おぇおぇは けくぇ せ くぇし おさぇしう-
ゃぇは. ′け ょっかけ ょぇあっ くっ ゃ こさうつひしおっ 
う けょっあょっ: おさぇしけすせ せくけしはす ゅけょに,  
ょけぉさけすせ くっ せくっしせす. 

╁さぇつう つぇしすけ くぇこけきうくぇのす ぉかうい-
おうき しゃけうた こぇちうっくすけゃ: っゅけ しこぇしせす くっ 
かっおぇさしすゃぇ, ぇ ゃぇてぇ いぇぉけすぇ. ‶けあう-
かけえ おかうっくす 〈ぇきぇさに 〈さけそうきけゃくに 
しかけきぇか くけゅせ. ′ったけょはつっゅけ しすぇさうおぇ 
けくぇ ゃしひ あっ ゃにたけょうかぇ, こけは くっ すけかぬ-
おけ こうかのかはきう, くけ う おけしすくにき ぉせ-
かぬけくけき, おけさきは たけかけょちけき. ]っゅけょくは 
けくぇ ゃきっしすっ し ′うくけえ ┿くぇすけかぬっゃくけえ 
╋ぇさすっきぬはくけゃけえ う 〈ぇすぬはくけえ ′うおけ-
かぇっゃくけえ ╁うてくはおけゃけえ, うしこけかぬいせは ゃ 
さぇぉけすっ ぉさうゅぇょくにえ きっすけょ, ゃにたぇあう-

ゃぇっす  ╁. ╋っょゃっょっゃせ. ╉ぇあょにえ ょっくぬ 
こさうたけょうすしは しけちさぇぉけすくうおぇき きにすぬ 
くっきけとくけゅけ つっかけゃっおぇ, こっさっけょっゃぇすぬ 
っゅけ, ゅけすけゃうすぬ けぉっょ う おけさきうすぬ し かけ-
あっつおう. ╉すけ せたぇあうゃぇか いぇ かっあぇつうき 
ぉけかぬくにき, いくぇっす, おぇお ねすけ くっこさけしすけ 
けょけかっすぬ ぉけかっいくぬ, いぇつぇしすせの ねすけ けくぇ 
こさぇいょくせっす こけぉっょせ. ′け ╁ぇかっくすうくぇ 
╉せいぬきけゃくぇ こけすうたけくぬおせ こけてかぇ, う 
ねすけ しぇきぇは ぉけかぬてぇは くぇゅさぇょぇ 〈せすに-
くうくけえ う っひ こけょさせゅぇき こけ さぇぉけすっ. ╆ぇ 
しゃけう しすぇさぇくうは けくう こけかせつぇのす ぉけ-
かっっ つっき しおさけきくせの いぇさこかぇすせ, くっこけ-
くはすくけ ょぇあっ, つすけ うた ょっさあうす いょっしぬ…

– ′ぇ けょくけゅけ しけちさぇぉけすくうおぇ こさう-
たけょうすしは こけ 10-12 つっかけゃっお, – さぇし-
しおぇいにゃぇっす ╁ぇかっくすうくぇ ╀っかはっゃぇ, 
いぇゃっょせのとぇは せつぇしすおけゃけえ しかせあぉけえ 
ちっくすさぇ. – ╃かは ぉけかぬてうくしすゃぇ おかう-

っくすけゃ しけちさぇぉけすくうおう しすぇくけゃはすしは 
こさぇおすうつっしおう さけょくにきう かのょぬきう: 
けくう ょけたぇあうゃぇのす しすぇさうおけゃ ょけ 
しきっさすう, ゃっょぬ おゃぇさすうさに ゃ ╃けきっ 
ゃっすっさぇくけゃ おぇいひくくにっ, くぇしかっょくう-
おぇき けくう くっ ょけしすぇくせすしは. ‶けねすけきせ 
あっかぇのとうた しさっょう くうた くはくつうすぬしは 
し ぉぇぉせておぇきう きぇかけ. ]けちさぇぉけす-
くうお ゃ けょくけき かうちっ う きっょしっしすさぇ, 
う こしうたけかけゅ, けく ょけかあっく いくぇすぬ いぇ-
おけくに, つすけぉに けそけさきうすぬ かぬゅけすに 
こけ ╅╉》, さぇいけぉさぇすぬしは し こっくしうっえ, 
しかけゃけき, ねすけ しこっちうぇかうしすに てうさけ-
おけゅけ こさけそうかは. 〈ぇきぇさぇ 〈さけそう-
きけゃくぇ – けつっくぬ きはゅおうえ つっかけゃっお, 
こさけこせしおぇっす つっさっい しっぉは ゃしっ こさけ-
ぉかっきに しゃけうた こけょけこっつくにた, きけあっす, 
ょぇあっ つっさっしつせさ ぉかういおけ こさうくうきぇ-
っす お しっさょちせ ゃしっ うた ぉっょに… ╁ すけ 

あっ ゃさっきは けくぇ くぇしすけはとうえ ぉけっち: 
おけゅょぇ けょくけえ ぉぇぉせかっ くっつうしすにっ くぇ 
させおせ おけさけぉっえくうおう こさけょぇかう すさう 
けょうくぇおけゃにた ょけさけゅけしすけはとうた きっ-
ょうちうくしおうた こさうぉけさぇ, けくぇ ゃしすぇかぇ 
くぇ いぇとうすせ けぉきぇくせすけえ, いゃけくうかぇ ゃ 
そうさきせ, こけょおかのつうかぇ けぉとっしすゃっく-
くけしすぬ. ╁っさくせかう-すぇおう ょっくぬゅう こけ-
あうかけえ あっくとうくっ. 

〉 〈. 〈せすにくうくけえ, おぇお せ ゃしった, っしすぬ 
しけぉしすゃっくくにっ こさけぉかっきに, ょぇ う ょぇゃ-
かっくうっ くぇ こけゅけょせ しおぇつっす, くっ ゃしっゅょぇ 
くぇしすさけっくうっ っしすぬ し せすさぇ. ′け ゃしひ ねすけ 
けしすぇゃかはっす せ こけさけゅぇ しけぉしすゃっくくけゅけ 
ょけきぇ う うょひす ゃ ╃けき ゃっすっさぇくけゃ し くっ-
ういきっくくけ けこすうきうしすうつっしおうき ゃいゅかは-
ょけき う  さぇしこけかぇゅぇのとっえ せかにぉおけえ: 
ょかは こけあうかにた けくぇ しゃっす ゃ けおけておっ う 
さぇいけつぇさけゃぇすぬ うた せ くっひ くっす こさぇゃぇ. 

╋¨╀╇╊を′¨

┩┵┯┬ ┧┲┴┤ ┱┩ ┬┨┖┶ ┮ ┰┤┧┲┰┩┨┷…
] 2008 ゅけょぇ しせとっしすゃせっす きけぉうかぬくぇは おかうっくすしおぇは しかせあぉぇ 

せこさぇゃかっくうは ‶っくしうけくくけゅけ そけくょぇ ゃ ╀っさひいけゃしおけき. ╆ぇ ねすけ 
ゃさっきは っひ しこっちうぇかうしすぇきう ぉにかけ ゃにこけかくっくけ ぉけかっっ 60 ゃにっいょけゃ ゃ 
╋けくっすくにえ, ╊けしうくにえ, ╉かのつっゃしお, ]すぇさけこにてきうくしお, ]ぇさぇこせかおせ, 
╉っょさけゃおせ; けくう こさうくはかう ぉけかっっ 1300 つっかけゃっお.  

– ′ぇ おけくしせかぬすぇちうう こさうたけょはす すっこっさぬ くっ すけかぬおけ こっくしうけくっさに, くけ う 
きぇきけつおう, こさっすっくょせのとうっ  くぇ こけかせつっくうっ しっさすうそうおぇすぇ くぇ きぇすっさうくしおうえ 
おぇこうすぇか, – さぇししおぇいにゃぇっす くぇつぇかぬくうお おかうっくすしおけえ しかせあぉに ╄かっくぇ ╊せおぬはく-
つっくおけ. – ╉けくっつくけ, ゃにっいょくにっ こさうひきに ょかは くぇし たかけこけすくに, いぇすけ ょかは あう-
すっかっえ こっさうそっさうう けくう けつっくぬ ゃぇあくに, ゃっょぬ こけあうかにき う ぉけかぬくにき せあっ くっ 
こさうたけょうすしは すさぇすうすぬ ょっくぬゅう, しうかに う ゃさっきは くぇ ょけさけゅせ. 

╁こさけつっき, たゃぇすぇっす おかうっくすけゃ くっ すけかぬおけ ゃ こけしひかおぇた: しかせあぉぇ こさうたけょうす 
ゃ ょけきぇ ]けゃっすしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ う ′╀‶, お すっき こっくしうけくっさぇき, おけすけさにっ 
しぇきう くっ ゃ しけしすけはくうう ょけえすう ょけ そけくょぇ. ¨ょくうき くぇょけ こけきけつぬ いぇはゃかっくうっ 
くぇ こっさっさぇしつひす けそけさきうすぬ, ょさせゅうき さぇいなはしくうすぬ, おぇお せゃっかうつうかうしぬ こっく-
しうは, っょうくけゃさっきっくくにっ ょっくっあくにっ ゃにこかぇすに. ╀にゃぇのす しかけあくにっ ゃけこさけしに, 
おけすけさにっ くっ さってぇのすしは いぇ さぇい う, くぇこさうきっさ, すさっぉせのす さぇぉけすに し ぇさたうゃけき. 

]こっちうぇかうしすに しかせあぉに こさうっいあぇのす ゃ こけしひかおう し くけせすぉせおけき, たさぇくはとうき 
ゃしの ぉぇいせ ょぇくくにた こっくしうけくっさけゃ ╀╂¨.

– ′ぇてう あうすっかう, けしけぉっくくけ ょぇかぬくうた こけしひかおけゃ, ぉかぇゅけょぇさくに しこっちうぇかう-
しすぇき しかせあぉに, ゃっょぬ けくう ういぉぇゃかはのす うた けす ょぇかぬくうた う ょけさけゅけしすけはとうた 
こけっいょけお ゃ ╀っさひいけゃしおうえ, – おけききっくすうさせっす ゅかぇゃぇ ╊けしうくけゅけ ┿かっおしっえ ╋け-
おさっちけゃ. – ╁ こさはきけき ょうぇかけゅっ こけあうかにっ かのょう う きけかけょにっ きぇきに けこっさぇ-
すうゃくけ こけかせつぇのす けすゃっすに くぇ ゃしっ ゃけこさけしに こけ こっくしうけくくけきせ けぉっしこっつっくうの 
う きぇすっさうくしおけきせ おぇこうすぇかせ. [ぇししつうすにゃぇっき, つすけ こさぇおすうおぇ ゃにっいょけゃ ぉせょっす 
こさけょけかあっくぇ. 

╀かうあぇえてうっ ゃにっいょに きけぉうかぬくけえ おかうっくすしおけえ しかせあぉに: 9 
うのくは しこっちうぇかうしすに こさうきせす あうすっかっえ ╉かのつっゃしおぇ; 10 うのくは – 
]ぇさぇこせかおう.

╃╄〈╉╇ – ╃╄╃╉┿╋

«┮┲┼┮┬┱ ┨┲┰» ┦ ┨┲┰┩ ┦┩┶┩┴┤┱┲┦
╄かっくぇ ┿《┿′┿]を╄╁┿, きっすけょうしす おけきこかっおしくけゅけ ちっくすさぇ 
しけちけぉしかせあうゃぇくうは くぇしっかっくうは
╉かぇししくにえ させおけゃけょうすっかぬ 4 «ぉ» 

おかぇししぇ ¨〉 わ9 ╊のょきうかぇ ┿かっお-
しぇくょさけゃくぇ ╂せかはっゃぇ う っひ せつっくうおう 
さってうかう: こけさぇょせっき あうすっかっえ ╃けきぇ 
ゃっすっさぇくけゃ, こけおぇあっき うき しこっお-
すぇおかぬ! 

╁ きせいにおぇかぬくけえ こけしすぇくけゃおっ 
«╉けておうく ょけき» ょっすう うゅさぇかう せゃかっ-
つひくくけ う ゃっしっかけ, ぉにかけ ゃうょくけ, つすけ 

ねすけ うき ょけしすぇゃかはっす せょけゃけかぬしすゃうっ. 
] くっ きっくぬてっえ さぇょけしすぬの こさうくう-
きぇかう ょっえしすゃけ いさうすっかう. ╁しひ ぉにかけ 
おぇお ゃ くぇしすけはとっき すっぇすさっ – う ょっおけ-
さぇちうう, う けさうゅうくぇかぬくにっ おけしすのきに. 
╇しすけさうは け ょさせあぉっ, こさっょぇすっかぬしすゃっ 
う こさけとっくうう いぇおけくつうかぇしぬ くぇ けこ-
すうきうしすうつっしおけえ くけすっ: «〈うかう-ぉけき, 
ぉせょっき しすさけうすぬ くけゃにえ ょけき!»

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

┮┲┧┨┤ ┥┩┫┴┤┥┲┶┱┲┰┷ ┳┲┯┲┪┩┱┤ ┳┩┱┵┬╃?
ぅ すっこっさぬ ぉっいさぇぉけすくにえ, くっきくけゅけ くっ ょけすはくせか ょけ こっくしうう. 》けすっか ぉに ょけ-

しさけつくけ けそけさきうすぬ こっくしうの こけ しすぇさけしすう, っしすぬ かう けしけぉっくくけしすう くぇいくぇつっくうは 
ょかは すぇおうた, おぇお は? 

╁かぇょうきうさ, こけ すっかっそけくせ 
′ぇ ゃけこさけし つうすぇすっかは けすゃっ-

つぇっす いぇきっしすうすっかぬ くぇつぇかぬくうおぇ 
せこさぇゃかっくうは ‶《 ゃ ゅ. ╀っさひいけゃ-
しおけき ╄かっくぇ ╊〉╉をぅ′』╄′╉¨:

– ╃っえしすゃうすっかぬくけ, ゃけいきけあくけ くぇ-
いくぇつっくうっ こっくしうう こけ しすぇさけしすう さぇ-
くっっ ょけしすうあっくうは ゃけいさぇしすぇ ゃにたけょぇ 
くぇ こっくしうの ゅさぇあょぇくうくせ, こさういくぇく-
くけきせ ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょおっ 
ぉっいさぇぉけすくにき. ′け せ ╁かぇょうきうさぇ 
ょけかあくけ ぉにすぬ こさっょかけあっくうっ けさゅぇ-
くけゃ いぇくはすけしすう け くぇいくぇつっくうう こっく-
しうう: けくけ ゃにょぇひすしは くぇ けしくけゃぇくうう 
いぇはゃかっくうは, っしかう ゅさぇあょぇくうく こさう-
いくぇく ぉっいさぇぉけすくにき う せ しかせあぉに 
いぇくはすけしすう くっす ゃけいきけあくけしすう っゅけ 
すさせょけせしすさけうすぬ  う こさう せしかけゃうう, 

つすけ こさっすっくょっくす せゃけかっく ゃ しゃはいう し 
かうおゃうょぇちうっえ けさゅぇくういぇちうう, しけおさぇ-
とっくうっき つうしかっくくけしすう うかう てすぇすぇ. 

‶っくしうは こけ しすぇさけしすう ぉっいさぇ-
ぉけすくにき くぇいくぇつぇっすしは ょけしさけつくけ, 
くけ くっ さぇくっっ つっき いぇ ょゃぇ ゅけょぇ ょけ 
せしすぇくけゃかっくくけゅけ ゃけいさぇしすぇ ゃにたけょぇ 

くぇ こっくしうの. 〈ぇお, きせあつうくに きけゅせす 
こけえすう くぇ いぇしかせあっくくにえ けすょにた ゃ 58 
かっす, あっくとうくに ゃ 53 ゅけょぇ. ╃かは くぇ-
いくぇつっくうは ょけしさけつくけえ こっくしうう ぉっい-
さぇぉけすくけきせ くっけぉたけょうきけ くぇかうつうっ 
くっ きっくっっ 25 かっす しすさぇたけゃけゅけ しすぇ-
あぇ ょかは きせあつうく う くっ きっくっっ 20 かっす 
ょかは あっくとうく. ╆ぇ さぇぉけすせ ゃ けしけぉにた 
せしかけゃうはた – くぇかうつうっ しこっちうぇかぬくけゅけ 
しすぇあぇ.

╃けしさけつくぇは こっくしうは くぇいくぇつぇ-
っすしは しけ ょくは けぉさぇとっくうは いぇ くっえ う 
ゃにこかぇつうゃぇっすしは ょけ ょくは ゃにたけょぇ 
くぇ «けぉにつくせの» こっくしうの. ¨くぇ ゃに-
こかぇつうゃぇっすしは ゃ こけかくけき さぇいきっさっ. 
╄しかう つっかけゃっお ゃょさせゅ くぇえょひす しっぉっ 
さぇぉけすせ, すけ ゃにょぇつぇ こっくしうう ぉせょっす 
こさっおさぇとっくぇ し こっさゃけゅけ つうしかぇ きっ-
しはちぇ, しかっょせのとっゅけ いぇ きっしはちっき, ゃ 
おけすけさけき ゅさぇあょぇくうく こけしすせこうか くぇ 
さぇぉけすせ.

〉]‶╄》

′╇〈を ′╇′｠
╁ぇかっくすうくぇ ╀╄╊ぅ╄╁┿, させおけゃけょうすっかぬ おかせぉぇ 
«〉ゃかっつひくくにっ あういくぬの»
╁ けぉかぇしすくけえ ぉうぉかうけすっおっ ょかは ょっすっえ う のくけてっしすゃぇ ゃ ╄おぇ-

すっさうくぉせさゅっ しけしすけはかぇしぬ III けぉかぇしすくぇは ゃにしすぇゃおぇ-おけくおせさし 
さぇぉけす ういけぉさぇいうすっかぬくけゅけ うしおせししすゃぇ う ょっおけさぇすうゃくけ-こさう-
おかぇょくけゅけ すゃけさつっしすゃぇ うくゃぇかうょけゃ. 〉つさっょうすっかっき っひ ゃにしすせ-
こうかけ きうくうしすっさしすゃけ 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, こさけ-
ゃけょうかぇしぬ あっ ゃにしすぇゃおぇ こけ くっしおけかぬおうき くけきうくぇちうはき. 125 
つっかけゃっお うい 57 きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうえ こけおぇいぇかう 
いょっしぬ 368 さぇぉけす.

╀っさひいけゃしおうえ こさっょしすぇゃうかぇ ′うくぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ ┿ゅぇかぇおけ-
ゃぇ, つかっく おかせぉぇ «〉ゃかっつひくくにっ あういくぬの». ‶けしっすうすっかう せゃうょっ-
かう っひ ういはとくにっ, ゃけいょせてくにっ こけょっかおう うい たかけこつぇすけぉせきぇあくにた 
くうすけお. ‶け うすけゅぇき おけくおせさしぇ させおけょっかぬくうち くぇゅさぇょうかう ょうこかけ-
きぇきう う しせゃっくうさぇきう. ╉けくおせさしぇくすに, さぇぉけすに おけすけさにた ぉにかう 
こさういくぇくに かせつてうきう, こけかせつうかう いゃぇくうっ かぇせさっぇすぇ う こけょぇさけお. 
╁ うた つうしかっ けおぇいぇかぇしぬ う ′うくぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ. «〉ゃかっつひくくにっ 
あういくぬの» こけいょさぇゃうかう けょくけおかせぉくうちせ し すゃけさつっしおうき せしこったけき.

╉¨[¨〈╉¨
• ╃ゃぇ すけくけきっすさぇ ょかは ゃっすっさぇくけゃ こさっ-

ょけしすぇゃうかぇ つかっく こけこっつうすっかぬしおけゅけ しけゃっ-
すぇ ちっくすさぇ しけちうぇかぬくけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは 
くぇしっかっくうは 〈ぇすぬはくぇ ╂けすそさうょ. ¨ょうく ぇこ-
こぇさぇす ょけしすぇかしは ぉっいゃけいきっいょくけ せつぇしすくう-
ちっ ╁っかうおけえ ̈ すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに, ょさせ-
ゅけえ – すさせあっくうちっ すにかぇ. 

• ╁け ゃすけさけえ さぇい ゃ ねすけき ゅけょせ けおぇいに-
ゃぇっすしは きぇすっさうぇかぬくぇは こけきけとぬ  けょう-
くけおけ こさけあうゃぇのとうき, きくけゅけょっすくにき 
しっきぬはき. 〈さっすぬっゅけ きぇは ゃ ちっくすさっ しけちけぉ-
しかせあうゃぇくうは くぇつぇかう ゃにょぇつせ くぇぉけさけゃ, 
ゃ おけすけさにっ ゃたけょはす おけきこかっおす こけしすっかぬ-
くけゅけ ぉっかぬは, きぇおぇさけくに, しぇたぇさ う さぇしすう-
すっかぬくけっ きぇしかけ, つぇえ, こっつっくぬっ, しゅせとひく-
おぇ. ′ぇ しっゅけょくは こけかせつうかう くぇぉけさに せあっ 
170 つっかけゃっお. ‶さっすっくょけゃぇすぬ くぇ こけきけとぬ 
きけゅせす すっ, つっえ ょけたけょ くうあっ こさけあうすけつ-
くけゅけ きうくうきせきぇ.



2 èþíÿ
2011 ãîäà ÃÎÒÎÂÈÌ ÂÌÅÑÒÅ8

ÒÎÐÒ «ÊÎÔÅÉÍÀß ÑÈÌÔÎÍÈß»
╇くゅさっょうっくすに: 
╃かは おけさあっえ:
• はえちぇ – 8 てす. (うしこけかぬいせっすしは すけかぬおけ 5 あっかすおけゃ)
• おけそっ さぇしすゃけさうきにえ – 4 つぇえくにっ かけあおう
• ゃけょぇ – 2/3 しすぇおぇくぇ
• きせおぇ – 2 しすぇおぇくぇ
• しぇたぇさ – 1,5 しすぇおぇくぇ
• さぇいさにたかうすっかぬ – 1,5 つぇえくにた かけあおう
• しけかぬ – 1 つぇえくぇは かけあおぇ
• さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ ぉっい いぇこぇたぇ – 1/2 しすぇおぇくぇ
• ゃぇくうかぬ – 1 つぇえくぇは かけあおぇ
• かうきけくくぇは おうしかけすぇ – 1/2 つぇえくにた かけあおう 
• すひきくにえ てけおけかぇょ 
╃かは おさっきぇ:
• しかうゃおう 35% – 800 きか
• すゃけさけゅ – 400 ゅ
• しきっすぇくぇ – 200 ゅ
• しぇたぇさくぇは こせょさぇ – 100 ゅ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╂けすけゃうき ぉうしおゃうす. ╉けそっ いぇゃぇさうすぬ ゃ ゅけさはつっえ ゃけょっ. 【けおけかぇょ ういきっかぬつうすぬ (きけあくけ くけあけき うかう くぇ すひさおっ). ╁ ぉけかぬてけえ つぇておっ 

しきってうゃぇっき きせおせ, しぇたぇさ, しけかぬ う さぇいさにたかうすっかぬ. 
╁ ちっくすさっ ゅけさおう うい きせつくけえ しきっしう ょっかぇっき せゅかせぉかっくうっ う ゃにかうゃぇっき さぇしすうすっかぬくけっ きぇしかけ, あっかすおう, おけそっ う ゃぇくうかぬ. 》けさけてけ 

ゃにきってうゃぇっき. ╃けぉぇゃかはっき すひさすにえ てけおけかぇょ う っとひ さぇい ゃにきってうゃぇっき. ╁ けすょっかぬくけえ つぇておっ (しせたけえ う ぉっい しかっょけゃ あうさぇ) ゃいぉうゃぇっき 
ぉっかおう し かうきけくくけえ おうしかけすけえ ょけ せしすけえつうゃにた こうおけゃ. ╃けぉぇゃかはっき ぉっかおう ゃ すっしすけ. ┿おおせさぇすくけ こっさっきってうゃぇっき すっしすけ かけこぇすおけえ, 
つすけぉに くっ ゃにゅくぇすぬ ゃけいょせた うい ぉっかおけゃ. ╁にしすうかぇっき ょくけ そけさきに ょかは ゃにこっつおう こっさゅぇきっくすけき. ╁にかうゃぇっき すっしすけ. 

╁にこっおぇっき ゃ ょせたけゃおっ, さぇいけゅさっすけえ ょけ 180 ゅさぇょせしけゃ, きうくせす 60-70. 
╁にくうきぇっき う けしすせあぇっき ゃ そけさきっ. ‶けしかっ けしすにゃぇくうは さぇいさっいぇっき おけさあ くぇ すさう こかぇしすぇ.
╂けすけゃうき おさっき. 〈ゃけさけゅ しきってうゃぇっき し しぇたぇさくけえ こせょさけえ う しきっすぇくけえ う こさけぉうゃぇっき ぉかっくょっさけき 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. ╉さっき こけかせつぇっすしは くっ しうかぬくけ しかぇょおうえ, っしかう かのぉうすっ こけしかぇとっ, せゃっかうつぬすっ おけかうつっしすゃけ しぇたぇさくけえ こせょさに. ]かうゃおう ゃいぉうゃぇっき 
ゃ けすょっかぬくけえ こけしせょっ ょけ きはゅおうた こうおけゃ. ┿おおせさぇすくけ しけっょうくはっき すゃけさけあくせの しきっしぬ しけ ゃいぉうすにきう しかうゃおぇきう. ╉さっき ゅけすけゃ. ′ぇきぇいに-
ゃぇっき おさっきけき こっさゃにえ おけさあ. ╁におかぇょにゃぇっき しゃっさたせ ゃすけさけえ おけさあ, けぉきぇいにゃぇっき おさっきけき, しゃっさたせ すさっすうえ. ╁っしぬ すけさす けぉきぇいにゃぇっき 
おさっきけき う さぇいさぇゃくうゃぇっき くけあけき. 〉おさぇてぇっき こけ あっかぇくうの, ょぇひき くぇしすけはすぬしは つっすにさっ つぇしぇ.

ÎËÀÄÜÈ ÒÂÎÐÎÆÍÛÅ ÇÀÊÓÑÎ×ÍÛÅ
╇くゅさっょうっくすに: 
• すゃけさけゅ – 200 ゅ
• きせおぇ – 150 ゅ
• させぉかっくぇは いっかっくぬ
• はえちぇ – 3 てす.
• しけかぬ
• こぇこさうおぇ
• けかうゃおけゃけっ きぇしかけ – 2 しすけかけゃにっ かけあおう

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
〈ゃけさけゅ さぇしすっさっすぬ, ょけぉぇゃうすぬ きせおせ う けかうゃおけゃけっ きぇしかけ. 

╃けぉぇゃうすぬ はえちぇ, しけかぬ, ゃしひ こっさっきってぇすぬ. ╁しにこぇすぬ いっかっくぬ う 
こぇこさうおせ (けおけかけ こけかけゃうくに つぇえくけえ かけあおう), こっさっきってぇすぬ. 
╅ぇさうすぬ くぇ ゅけさはつっえ しおけゃけさけょっ.

ËÅÍÈÂÎÅ ÆÀÐÊÎÅ

╇くゅさっょうっくすに: 
• きはしけ (あっかぇすっかぬくけ あうさくけっ, くぇこさうきっさ, しゃうくうくぇ) 

– 500-700 ゅ
• おぇさすけそっかぬ – 500 ゅ
• かせお さっこつぇすにえ – 2 てす.
• きけさおけゃぬ – 2-3 てす.
• しけかぬ, こっさっち, しこっちうう こけ ゃおせしせ
• きぇしかけ けかうゃおけゃけっ うかう こけょしけかくっつくけっ – 

2 しすけかけゃにっ かけあおう

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
‶けくぇょけぉうすしは おぇしすさのかは し すけかしすにき ょくけき – かせつてっ ゃしっゅけ 

つせゅせくけお うかう ゅせしはすくうちぇ. ′ぇ ょくけ おぇしすさのかう くぇかうすぬ くっきくけゅけ 
さぇしすうすっかぬくけゅけ きぇしかぇ. ╁にかけあうすぬ くぇ きぇしかけ きはしけ, くぇさっいぇく-
くけっ ょけしすぇすけつくけ おさせこくにきう おせしおぇきう – ゅょっ-すけ しけ しこうつっつくにえ 
おけさけぉけお. ╋はしけ こけしけかうすぬ, こけこっさつうすぬ, こさうしにこぇすぬ しこっちうはきう. 
]ゃっさたせ くぇ きはしけ ゃにかけあうすぬ かせお, くぇさっいぇくくにえ こけかせおけかぬちぇきう. 

]かっょせのとうえ いぇ かせおけき しかけえ – おぇさすけておぇ. ╉ぇさすけそっかぬ くぇ-
さっいぇすぬ くぇ かけきすうおう すけかとうくけえ こさうきっさくけ 1 しき. ‶けしけかうすぬ, こけ-
こっさつうすぬ. 

′ぇ おぇさすけておせ ゃにかけあうすぬ きけさおけゃぬ, くぇさっいぇくくせの おさせあけつおぇ-
きう. ′ぇおさにすぬ おさにておけえ. ‶けしすぇゃうすぬ くぇ しさっょくうえ けゅけくぬ. ╉ぇお 
すけかぬおけ いぇおうこうす, けゅけくぬ せぉぇゃうすぬ ょけ きうくうきぇかぬくけゅけ. ╁しひ, ゃに 
しゃけぉけょくに つぇしぇ くぇ こけかすけさぇ.  』っさっい こけかすけさぇ つぇしぇ けすおさにゃぇっき 
おさにておせ う くぇしかぇあょぇっきしは ぇさけきぇすけき うい おぇしすさのかう.

ÕÎÇßÉÊÅ ÍÀ ÇÀÌÅÒÊÓ
′っかぬいは しけかうすぬ きはしけ いぇょけかゅけ ょけ っゅけ すっこかけ-

ゃけえ けぉさぇぉけすおう, すぇお おぇお ねすけ ゃにいにゃぇっす こさっ-
あょっゃさっきっくくけっ ゃにょっかっくうっ きはしくけゅけ しけおぇ, つすけ 
せたせょてぇっす ゃおせしけゃにっ おぇつっしすゃぇ う しくうあぇっす こうすぇ-
すっかぬくけしすぬ.

БОЛЬШОЙ КРЕДИТ – МАЛЕНЬКИЙ ПЛАТЕЖ
В СКБ-банке вы можете получить кредит без залога, поручителей и справки о доходах

Можете ли вы представить себе кредит на покупку автомобиля или 
дома, для оформления которого требуется только паспорт? Кредит, за-
явка на который рассматривается в течение одного рабочего дня? 

В СКБ-банке вы можете получить кредит на большую сумму без залога, 
поручителей и справки о доходах. По некоторым кредитам сегодня не тре-
буется даже справка о доходах потенциального заемщика: современные 
банковские технологии СКБ-банка позволяют объективно оценить платеже-
способность клиента без дополнительных документов.

Легко и просто
Кредит «На всё про всё» вы можете взять на любые цели: будь то по-

купка автомобиля, садового участка, дома, добавить на покупку недвижи-
мости, мебели, сделать ремонт или оплатить учебу. Словом, на всё что 
вы хотите. Процентная ставка напрямую зависит от суммы кредита – чем 
больше вы берете, тем ниже ставка.

При желании вы можете выплатить кредит досрочно без ограничений и 
комиссий за досрочное погашение. Как показала практика, этот кредит вы-
дается на оптимальный срок погашения, при котором ежемесячный платеж 
становится значительно ниже. Кстати, рекомендуем сравнивать условия 
кредитов в разных банках именно по размеру ежемесячного платежа. Убе-
дитесь сами!

Друзья всегда помогут
Вам срочно нужна крупная сумма денег, но вы не знаете, где взять? 

Специально для вас СКБ-банк представляет «Кредит другу». Вы можете 
взять любую сумму под поручительство родственников или компаньонов. 
Или один поручитель и залог автотранспорта. Максимальная сумма по 
такому кредиту не ограничена, она зависит только от платежеспособности 
заемщика. Процентная ставка зависит от суммы кредита. Поскольку сумма 
немалая, срок рассмотрения заявки несколько удлинится, однако не пре-
высит трех дней.

Лишние траты ни к чему
В марте 2011 года СКБ-банк отменил все комиссии по потребительским 

кредитам. На этот шаг банк пошел не случайно. Отмена комиссий по 
кредитам - явление новое для банковской системы. Пока только самые 
крупные федеральные финансовые организации сделали это, ведь у 
некоторых участников рынка в комиссиях заложена значительная часть 
стоимости кредита. Так, декларируется одна процентная ставка, а вместе 
с комиссиями и единовременными сборами получается более высокая. 
К тому же, создается дополнительная путаница для заемщиков – челове-
ку, не имеющему специального образования, порой сложно разобраться, 
сколько он в результате должен выплатить. 

СКБ-банк, который всегда придерживался прозрачности отношений, от-
меняет комиссии для удобства своих клиентов. Теперь, оформляя кредит, 
вы можете быть точно уверены, что обозначенная процентная ставка – 
окончательна. В этом вы можете убедиться, получив у специалиста СКБ-
банка распечатку предполагаемых платежей.

Добро пожаловать!
Для того чтобы ознакомиться с условиями кредитования, необязатель-

но идти в офис банка. СКБ-банк очень подробно сообщает об условиях 
своих кредитов на своем сайте в сети Интернет. А для тех, кто не привык 
пользоваться «мировой паутиной», удобным решением станет звонок в 
круглосуточный Контакт-центр банка 8-800-1000-600 (звонок бесплатный).
По этому телефону можно оформить и заявку на кредит.

Отметим, что СКБ-банк является одним из старейших банков на рынке. 
За 20 лет успешной работы кредитная организация завоевала репутацию 
надежного партнера, которому доверяют.

8-800-1000-600  www.skbbank.ru
ОАО "СКБ-банк". Генеральная лицензия №705 ЦБ РФ.

РЕКЛАМА
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• ダ┊┍─ 
• デ┅┉└-┄│┅┐┈
• ゼ┅┆┊┎┌┍─┒┍┛┅ ┄│┅┐┈
• ダ┒┄┅┋┊─ ┊│─┐┒┈┐
• ヂ┋┈┒┊─
• ズ─┌┈┍─┒
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8-950-63-34-719
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- ておぇそに-おせこっ
- きっあおけきくぇすくにっ ょゃっさう
- くぇすはあくにっ こけすけかおう
╉けさけすおうっ しさけおう, けすかうつ-
くけっ おぇつっしすゃけ, くっこさう-
かうつくけ くういおうっ ちっくに.

〈っか. 8-953-603-15-07.
┿ょさっし: せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7

]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

•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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╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは

3-04-45,  8-902-87-05-333

www.terra_ekb.ru

Сейф-?вери, реBетки, 
ворота, 

кованые из?елия
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

(き-く ╉うさけゃしおうえ, 2 ねすぇあ)
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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.

БЛОКИ 
из полистеролбетона 

ТЕПЛИЦЫ
СРУБЫ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455
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′あつてちそこはけさ 《《《 «╅ちつかせあし け [»

とし. 』たそちてけうせあみ, 8, 
¡óëäóôÖ▲ú, 9-~öí¢Ö▲ú ÑÜ½

だöÑñ¿ äëÜÑí¢: 
どñ¿. 8 (343) 378-97-16
でíúö: www.aik-gsk.ru

[╄╉╊┿╋┿

îñÖ▲ Üö 33 000 ëÜß./½2

〉ゃぇあぇっきにっ あうすっかう つぇしすくけゅけ しっおすけさぇ こ. ╋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 ょけゃけょうき ょけ ゃぇてっゅけ しゃっょっくうは, つすけ し «03» うのくは 2011 
ゅ. こさっょこさうはすうっ ¨¨¨ «]こっち┿ゃすけ» くぇつうくぇっす けしせとっしすゃかはすぬ ゃにゃけい すゃっさょにた 
ぉにすけゃにた けすたけょけゃ けす つぇしすくにた ょけきけゃかぇょっくうえ. ¨さゅぇくういぇちうは ゃにゃけいぇ 〈╀¨ こけ 
ゃぇてっきせ こけしっかおせ ぉせょっす こさけたけょうすぬ こけねすぇこくけ. ╁ こっさゃせの けつっさっょぬ ゃにゃけい 〈╀¨ 
ぉせょっす けさゅぇくういけゃぇく こけ せかうちぇき: ╉させこしおぇは; 8-けっ ╋ぇさすぇ, ‶っさゃけきぇえしおぇは, ‶け-
こけゃぇ, ╋っすぇかかうしすけゃ, [にぉくうおけゃ, ]ゃけぉけょに, ‶っさしこっおすうゃくぇは, [はぉうくけゃぇは, こっさ. 
╉うさけゃぇ. ╁にゃけい 〈╀¨ ぉせょっす こさけうしたけょうすぬ っあっくっょっかぬくけ こけ こはすくうちぇき, し 10-00 
こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう. ¨こかぇすぇ いぇ けおぇいぇくくにっ せしかせゅう ぉせょっす ゃおかのつぇすぬしは ゃ 
おゃうすぇくちうう ¨¨¨ «]ゃっさょかけゃねくっさゅけしぉにす».

‶け ゃけこさけしぇき けさゅぇくういぇちうう ゃにゃけいぇ 〈╀¨ ゃぇき けすゃっすはす 
こけ すっかっそけくぇき:

8-902-26-12-078 ╂けさかうく ╋うたぇうか ╁うおすけさけゃうつ
8-922-12-12-160 ╋ぇさおうく ╋うたぇうか ╁ぇしうかぬっゃうつ
8-922-16-07-610 』うおせさけゃ ╉けくしすぇくすうく ]っさゅっっゃうつ
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www.veter-peremen.ru
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し くぇしっかっくうっき くぇ ゃにゃけい すゃっさょにた ぉにすけゃにた けすたけょけゃ 

¨¨¨ «]こっち┿ゃすけ», ゃ かうちっ ょうさっおすけさぇ ′うつおけゃぇ ′うおけかぇは ┿かっおしぇくょさけゃうつぇ, ょっえしすゃせのとっ-
ゅけ くぇ けしくけゃぇくうう 〉しすぇゃぇ, うきっくせっきにえ ゃ ょぇかぬくっえてっき "╇しこけかくうすっかぬ", し けょくけえ しすけさけくに, う 
ゅさぇあょぇくうく, うしこけかぬいせのとうえ ょかは かうつくにた, ょけきぇてくうた くせあょ せしかせゅう こけ ゃにゃけいせ ぉにすけゃにた けす-
たけょけゃ, うきっくせっきにえ ゃ ょぇかぬくっえてっき "╆ぇおぇいつうお", し ょさせゅけえ しすけさけくに, しけゃきっしすくけ うきっくせっきにっ 
"]すけさけくに", いぇおかのつうかう くぇしすけはとうえ ╃けゅけゃけさ け くうあっしかっょせのとっき:
1. ‶さっょきっす ょけゅけゃけさぇ
1.1. ╇しこけかくうすっかぬ こさうくうきぇっす くぇ しっぉは けぉはいぇすっかぬしすゃけ しゃけうきう しうかぇきう う しさっょしすゃぇきう けしせ-
とっしすゃかはすぬ こかぇくけゃけ-さっゅせかはさくにえ ゃにゃけい すゃっさょにた ぉにすけゃにた けすたけょけゃ (ょぇかっっ-〈╀¨) し こけしかっ-
ょせのとっえ こっさっょぇつっえ ゃにゃっいっくくにた 〈╀¨ 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-しけぉしすゃっくくうおせ 
(ぇさっくょぇすけさせ) しゃぇかおう - こけかうゅけくぇ 〈╀0. 
1.2. ╆ぇおぇいつうお こさうくうきぇっす くぇ しっぉは けぉはいぇすっかぬしすゃけ けこかぇすうすぬ ╇しこけかくうすっかの けおぇいぇくくにっ うき 
せしかせゅう.
1.3. ╁にゃけい 〈╀¨ けしせとっしすゃかはっすしは «╇しこけかくうすっかっき» っあっくっょっかぬくけ こけ こはすくうちぇき し 10-00 
こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう. 
2. ¨ぉとうっ せしかけゃうは ょけゅけゃけさぇ
2.1. ]ぉけさ う こけゅさせいおぇ 〈╀¨ けしせとっしすゃかはっすしは ╇しこけかくうすっかっき せしかせゅ.
2.2. ]さっょくっゅけょけゃぇは くけさきぇ くぇおけこかっくうは 〈╀¨ くぇ けょくけゅけ つっかけゃっおぇ しけしすぇゃかはっす 1,8 き3 (0,15 
き3 ゃ きっし). 
2.5. ╁ たけょっ さっぇかういぇちうう せしかけゃうえ くぇしすけはとっゅけ ょけゅけゃけさぇ こさぇゃけ しけぉしすゃっくくけしすう くぇ ゃにゃっ-
いっくくにっ 〈╀¨ お ╇しこけかくうすっかの くっ こっさったけょうす.
╆. ‶さぇゃぇ う けぉはいぇくくけしすう ╆ぇおぇいつうおぇ
3.1. ╆ぇおぇいつうお うきっっす こさぇゃけ:
3.1.1. ¨ぉさぇとぇすぬしは お ╇しこけかくうすっかの いぇ さぇいなはしくっくうっき う けいくぇおけきかっくうっき っゅけ し くけさきぇすうゃ-
くにきう こさぇゃけゃにきう ぇおすぇきう, おぇしぇのとうきうしは せしかけゃうえ くぇしすけはとっゅけ ╃けゅけゃけさぇ.
3.1.2. ╆ぇはゃかはすぬ ╇しこけかくうすっかの けぉ けてうぉおぇた ゃ おゃうすぇくちうはた, こさっょなはゃかはっきにた くぇ けこかぇすせ, ぇ 
すぇおあっ こさけういゃけょうすぬ しゃっさおせ くぇつうしかっくうえ う けこかぇすに いぇ けおぇいぇくくにっ ╇しこけかくうすっかっき せしかせゅう.
3.2. ╆ぇおぇいつうお けぉはいせっすしは:
3.2.1. ]ゃけっゃさっきっくくけ う ゃ こけかくけき けぉなっきっ けこかぇつうゃぇすぬ ╇しこけかくうすっかの けおぇいぇくくにっ せしかせゅう 
う うしこけかくはすぬ うくにっ けぉはいぇすっかぬしすゃぇ, こさっょせしきけすさっくくにっ せしかけゃうはきう くぇしすけはとっゅけ ╃けゅけゃけさぇ.
3.2.2. ‶っさっょぇゃぇすぬ ╇しこけかくうすっかの ょかは ゃにゃけいぇ う せすうかういぇちうう 〈╀¨ すけかぬおけ IV おかぇししぇ けこぇし-
くけしすう, しけゅかぇしくけ こっさっつくの, こさうゃっょっくくけきせ ゃ ‶さうかけあっくうう わ2 お ‶けしすぇくけゃかっくうの ╂かぇゃに 
╀╂¨ «¨ くぇつうしかっくうう こかぇすに いぇ ゃにゃけい 〈╀¨ くぇしっかっくうの, こさけあうゃぇのとっきせ ゃ うくょうゃうょせぇかぬ-
くけき あうかうとくけき そけくょっ».
3.2.3. ╇しこけかぬいけゃぇすぬ ょかは しおかぇょうさけゃぇくうは 〈╀¨ きっておう けぉなっきけき くっ ぉけかっっ 50 か (1 きってけお) 
くぇ 1 つっかけゃっおぇ ゃ くっょっかの.
3.2.4. ╋っておう し 〈╀¨ ょかは しぉけさぇ ╇しこけかくうすっかっき さぇいきっとぇすぬ ゃょけかぬ けぉけつうくに ょけさけゅう こけ たけょせ 
すさぇくしこけさすぇ ╇しこけかくうすっかは, くぇ さぇししすけはくうう, けぉっしこっつうゃぇのとっき ゃけいきけあくけしすぬ せぉけさおう しくっゅぇ, 
くけ くっ ょぇかっっ 3-た きっすさけゃ けす けぉけつうくに ょけさけゅう, くっ さぇくっっ 21-00 つぇしぇ ょくは, こさっょにょせとっゅけ 
ゃにゃけいせ, う くっ こけいょくっっ 10-00 ょくは ゃにゃけいぇ 〈╀¨, しけゅかぇしくけ せすゃっさあょっくくけきせ こかぇくせ-ゅさぇそうおせ.
4. ‶さぇゃぇ う けぉはいぇくくけしすう ╇しこけかくうすっかは
4.1. ╇しこけかくうすっかぬ けぉはいせっすしは:
4.1.1. ‶さうしすせこうすぬ お うしこけかくっくうの けぉはいぇすっかぬしすゃ こけ くぇしすけはとっきせ ょけゅけゃけさせ し «03» うのくは 
2011 ゅ.
]ゃけっゃさっきっくくけ, くぇょかっあぇとうき けぉさぇいけき けしせとっしすゃかはすぬ ゃにゃけい う こっさっょぇつせ 〈╀¨ ょかは こけしかっ-
ょせのとっえ せすうかういぇちうう ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ゅさぇそうおけき.
4.1.2. ‶け すさっぉけゃぇくうの ╆ぇおぇいつうおぇ けいくぇおけきうすぬ っゅけ し くけさきぇすうゃくにきう こさぇゃけゃにきう ぇおすぇきう, 
おぇしぇのとうきうしは せしかけゃうえ くぇしすけはとっゅけ ╃けゅけゃけさぇ.
4.1.3. ╃けしすぇゃかはすぬ ╆ぇおぇいつうおせ おゃうすぇくちうう こけ けこかぇすっ せしかせゅ.
4.2. ╇しこけかくうすっかぬ ゃこさぇゃっ:
4.2.1. ╇しこけかくはすぬ けぉはいぇくくけしすう こけ くぇしすけはとっきせ ょけゅけゃけさせ おぇお しぇきけしすけはすっかぬくけ, すぇお う し 
こさうゃかっつっくうっき すさっすぬうた かうち.
4.2.2. ′ぇつうしかはすぬ ╆ぇおぇいつうおせ こっくう いぇ くっしゃけっゃさっきっくくせの けこかぇすせ せしかせゅ, けおぇいぇくくにた こけ くぇ-
しすけはとっきせ ╃けゅけゃけさせ. [ぇいきっさ こっくっえ しけしすぇゃかはっす 1/300 しすぇゃおう さっそうくぇくしうさけゃぇくうは 『╀ [《.
4.2.3. ╁ しかせつぇっ くっしけぉかのょっくうは ╆ぇおぇいつうおけき せしかけゃうえ, こさっょせしきけすさっくくにた こせくおすけき 5.2 くぇ-
しすけはとっゅけ ╃けゅけゃけさぇ, こさうけしすぇくけゃうすぬ けおぇいぇくうっ せしかせゅう こけ しぉけさせ う ゃにゃけいせ 〈╀¨ ょけ きけ-
きっくすぇ こけゅぇてっくうは ╆ぇおぇいつうおけき いぇょけかあっくくけしすう こけ けこかぇすっ いぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ せしかせゅう. 
‶さうけしすぇくけゃかっくうっ けおぇいぇくうは せしかせゅ くっ ゃかっつっす さぇしすけさあっくうは くぇしすけはとっゅけ ょけゅけゃけさぇ.
4.2.4. ‶せぉかうおけゃぇすぬ しこうしおう ょけかあくうおけゃ ゃ しさっょしすゃぇた きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう こさう いぇょっさあ-
おっ けこかぇすに いぇ こさっょけしすぇゃかっくくにっ せしかせゅう しゃにてっ すさった きっしはちっゃ.
4.2.5. ‶っさっしきぇすさうゃぇすぬ ゃ けょくけしすけさけくくっき こけさはょおっ ょっえしすゃせのとうっ すぇさうそに くぇ ゃにゃけい ぉにすけ-
ゃにた けすたけょけゃ ゃ しゃはいう し ういきっくっくうっき ょっえしすゃせのとうた すぇさうそけゃ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し さってっくうっき 
せこけかくけきけつっくくけゅけ けさゅぇくぇ.

4.2.6. ╇くそけさきうさけゃぇすぬ ╆ぇおぇいつうおぇ けぉ ういきっくっくうう すぇさうそけゃ くぇ ゃにゃけい ぉにすけゃにた けすたけょけゃ 
つっさっい しさっょしすゃぇ きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう う きっしすぇ こさうっきぇ けこかぇすに おけききせくぇかぬくにた せしかせゅ. 
5. 『っくぇ ょけゅけゃけさぇ う こけさはょけお さぇしつっすけゃ
5.1. 〈ぇさうそ (ちっくぇ) くぇ せしかせゅう, こさっょけしすぇゃかはっきにっ こけ くぇしすけはとっきせ ╃けゅけゃけさせ, しけしすぇゃかはっす 
41,41 させぉ. し 1 つっかけゃっおぇ ゃ きっしはち.
╁ しゃはいう し ういきっくっくうっき ちっく う すぇさうそけゃ くぇ きぇすっさうぇかぬくにっ, ねくっさゅっすうつっしおうっ う すさせょけゃにっ 
さっしせさしに ゃっかうつうくぇ すぇさうそけゃ きけあっす ぉにすぬ こっさっしきけすさっくぇ. ‶かぇすぇ いぇ せしかせゅう ╇しこけかくうすっかは 
せすゃっさあょぇっすしは ‶けしすぇくけゃかっくうっき ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ う ょけゃけょうすしは ょけ しゃっょっくうは ╆ぇおぇいつう-
おけゃ つっさっい しさっょしすゃぇ きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう (ゅぇいっすぇ «╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ»). ╇いきっくっ-
くうっ すぇさうそけゃ くぇ せしかせゅう こけ しぉけさせ う ゃにゃけいせ 〈╀¨ くっ ゃかっつっす いぇ しけぉけえ ういきっくっくうえ せしかけゃうえ 
ょけゅけゃけさぇ  う はゃかはっすしは けぉはいぇすっかぬくにき ょかは けぉっうた しすけさけく.
5.2. [ぇしつっすくにき こっさうけょけき ょけ けおぇいぇくうは せしかせゅ こけ くぇしすけはとっきせ ょけゅけゃけさせ はゃかはっすしは おぇかっく-
ょぇさくにえ きっしはち. ]さけお ゃくっしっくうは こかぇすっあっえ – ょけ 10 つうしかぇ すっおせとっゅけ きっしはちぇ.
5.3. [ぇしつっすに いぇ せしかせゅう, こさっょけしすぇゃかはっきにっ こけ くぇしすけはとっきせ ╃けゅけゃけさせ, けしせとっしすゃかはのすしは 
╆ぇおぇいつうおけき こけ おゃうすぇくちうう, こせすっき こっさっつうしかっくうは ょっくっあくにた しさっょしすゃ くぇ さぇしつっすくにえ しつっす, 
せおぇいぇくくにえ ゃ おゃうすぇくちうう くぇ けこかぇすせ ゃにゃけいぇ すゃっさょにた ぉにすけゃにた けすたけょけゃ.
6. ¨すゃっすしすゃっくくけしすぬ しすけさけく
6.1. ]すけさけくに くっしせす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ くっうしこけかくっくうっ うかう くっくぇょかっあぇとっっ うしこけかくっくうっ 
けぉはいぇすっかぬしすゃ こけ くぇしすけはとっきせ ╃けゅけゃけさせ ゃ こけさはょおっ, せしすぇくけゃかっくくけき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき 
[けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう.
6.2. ╇しこけかくうすっかぬ くっ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすう いぇ くっくぇょかっあぇとっっ うしこけかくっくうっ けぉはいぇくくけしすう 
こけ くぇしすけはとっきせ ょけゅけゃけさせ, ゃゃうょせ こさっょけしすぇゃかっくうは ╆ぇおぇいつうおけき  くっょけしすけゃっさくにた しゃっょっ-
くうえ, くっしゃけっゃさっきっくくけゅけ こさっょけしすぇゃかっくうは くっけぉたけょうきにた ょけおせきっくすけゃ.
6.3. ╉ こさうつうくぇき, うい-いぇ おけすけさにた けぉっ ]すけさけくに くっ くっしせす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, けすくけしはすしは 
そけさし-きぇあけさくにっ けぉしすけはすっかぬしすゃぇ, くっ いぇゃうしはとうっ けす ]すけさけく. ‶っさっさぇしつっす けこかぇすに いぇ くっ-
けおぇいぇくくにっ せしかせゅう ゃ ねすうた しかせつぇはた くっ こさけういゃけょうすしは.
7. ]さけお ょっえしすゃうは ょけゅけゃけさぇ.
7.1. ′ぇしすけはとうえ ╃けゅけゃけさ いぇおかのつっく しすけさけくぇきう くぇ しさけお し «01» うのくは 2011ゅ. ょけ «31» 
ょっおぇぉさは 2011 ゅ.
ゃおかのつうすっかぬくけ. ╃けゅけゃけさ しつうすぇっすしは こさけょかっくくにき くぇ しかっょせのとうえ ゅけょ, っしかう くう けょくぇ うい 
しすけさけく くっ いぇはゃうかぇ け さぇしすけさあっくうう ょけゅけゃけさぇ いぇ けょうく きっしはち ょけ けおけくつぇくうは っゅけ ょっえしすゃうは.
8. ╆ぇおかのつうすっかぬくにっ こけかけあっくうは
8.1. ‶け すさっぉけゃぇくうの けょくけえ うい しすけさけく ゃ ょけゅけゃけさ きけゅせす ぉにすぬ ゃくっしっくに ういきっくっくうは うかう 
ょけこけかくっくうは こせすっき けそけさきかっくうは ょけこけかくうすっかぬくけゅけ しけゅかぇてっくうは お こせぉかうつくけきせ ょけゅけゃけさせ.
8.2. ]こけさに う さぇいくけゅかぇしうは, ゃけいくうおぇのとうっ こさう うしこけかくっくうう ]すけさけくぇきう くぇしすけはとっゅけ ╃けゅけ-
ゃけさぇ, さぇいさってぇのすしは こせすっき こっさっゅけゃけさけゃ, ゃ しかせつぇっ くっゃけいきけあくけしすう - ゃ しせょっぉくけき こけさはょおっ.
8.3. ╃けゅけゃけさ こけょかっあうす ういきっくっくうの くっいぇゃうしうきけ けす しけゅかぇしうは ]すけさけく ゃ しかせつぇっ こさうくはすうは 
いぇおけくぇ うかう ょさせゅけゅけ くけさきぇすうゃくけゅけ ぇおすぇ, せしすぇくぇゃかうゃぇのとっゅけ けぉはいぇすっかぬくにっ ょかは ]すけさけく 
うくにっ こさぇゃうかぇ, つっき すっ, おけすけさにっ ょっえしすゃけゃぇかう こさう いぇおかのつっくうう くぇしすけはとっゅけ ╃けゅけゃけさぇ.
8.4. ‶け ゃしっき ゃけこさけしぇき, くっ くぇてっょてうき けすさぇあっくうは ゃ ょけゅけゃけさっ, ]すけさけくに させおけゃけょ-
しすゃせのすしは ょっえしすゃせのとうき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき.
8.5. ╇しこけかくうすっかぬ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ こけ くぇしすけはとっきせ ╃けゅけゃけさせ し せつっすけき さっ-
ぇかぬくにた ゃけいきけあくけしすっえ ゃ つぇしすう くぇかうつうは う ういくけしぇ しこっちきぇてうく, けぉっしこっつっくくけしすう きぇ-
すっさうぇかぬくけ-すったくうつっしおうきう う そうくぇくしけゃにきう さっしせさしぇきう. 
8.6. ′ぇしすけはとうえ ╃けゅけゃけさ ゃしすせこぇっす ゃ しうかせ しけ ょくは っゅけ けこせぉかうおけゃぇくうは う ょっえしすゃせっす 
ょけ ょぇすに しかっょせのとっゅけ けこせぉかうおけゃぇくうは ゃ しさっょしすゃぇた きぇししけゃけえ うくそけさきぇちうう. 
[っおゃういうすに しすけさけく:
‶さっょこさうはすうっ: ¨ぉとっしすゃけ し けゅさぇくうつっくくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬの "]こっち┿ゃすけ"
ぃさうょうつっしおうえ ぇょさっし: 623707, ]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. ╁け-
さけすくうおけゃぇ, ょ. 82.
《ぇおすうつっしおうえ ぇょさっし: 623700, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 33ぉ.
‶けつす. ┿ょさっし: 623700, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか.,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╊っくうくぇ, 65.
〈っか. (34369) 4-70-30; そぇおし (34369) 263-78-08.
╇′′ 6658190979 ╉‶‶ 660401001 ╀╇╉ 046577674
[ぇしつっすくにえ しつっす 40702810916300100746 ゃ 〉さぇかぬしおけき ぉぇくおっ ]ぉっさぉぇくおぇ [《 ゅ. 
╄おぇすっさうくぉせさゅ
╉けささ. しつっす 30101810500000000674

╃うさっおすけさ ¨¨¨ «]こっち┿ゃすけ» ′.┿. ′うつおけゃ

[╄
╉╊

┿╋
┿

╂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

〈さっぉせのすしは:
《┿]¨╁】╇╉╇, ╂[〉╆』╇╉╇, 

〉╀¨[】╇『┿ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけ.
8-902-40-92-572,
8-922-12-07-972

[╄
╉╊

┿╋
┿
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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

╊╄』╄′╇╄:
• ごïäÜÇí  • づÜ¢ó

• でÇ¿í£í  • ゎë▲¢ó
• でÜöë　ïñÖó　 

ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ½Ü£Çí ó Ñë.

Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 301
(ÖíäëÜöóç ë▲Ö¡í).

づñ¢ó½ ëíßÜö▲: çö., ôö., ïÜß. 
ï 13:00 ÑÜ 17:00

8-950-20-98-866

┺╉〈』》 
┱╉』》╄╈′｠′〉〈〈ぇ‒ 
┰╉』〉╈〉╆ ┯╉を╉〈′ょ
]くはすうっ すはゅう お ぇかおけゅけかの
きっすけょけき おけょうさけゃぇくうは

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
しこせすくうおけゃけえ ぇくすっくくに

ぉっい ぇぉけくっくすしおけえ こかぇすに
[╄╋¨′〈 うきこけさすくにた
すっかっゃういけさけゃ くぇ ょけきせ

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

 ‥●◎＄＆＊＄§％＄ ′°＊＆☆§☆″ 

 ‘＊°●◎％＆☆″※＄ ☆＆§° 

8-904-17-69-355

[╄
╉╊

┿╋
┿

╇╆╂¨〈¨╁╊╄′╇╄ ╇ ╋¨′〈┿╅
]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿
8-912-04-56-404
8-952-72-83-868

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• けぉさっいくぇは ょけしおぇ -

けす 3000 させぉ.
• くっけぉさっいくぇは ょけしおぇ - 

けす 1500 させぉ. 
• ぉさせし • ぉさせしけお

• ゅけさぉにかぬ • しさっいおぇ
• ゃぇゅけくおぇ 

• こけかけゃぇは ょけしおぇ
8-919-37-41-219

[╄
╉╊

┿╋
┿

╉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

[╄
╉╊

┿╋
┿

┨〉『』╄╆‶╄!
どÜëâ, ÖíçÜ£,

ôñëÖÜ£ñ½, ÇëÜÖö, 
àñßñÖá, Üöïñç, 

ï¡í¿í, äñïÜ¡, 
Üäó¿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

┿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

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

ド┎┐└, 
┗┅┐┍┎┇┅┌, 

┙┅━┅┍├, ┎┒┑┅│, 
┏┅┑┎┊, ┍─│┎┇.

バ┑┋┓┃┈ ┑─┌┎┑│─┋─!
8 950 19 12 755

8 912 25 63 791
[╄

╉╊
┿╋

┿

ぢだずごでどぎづだずゐぎどだぞぞぼざ
╆]《[

せか. ╉けききせくに, 84┿
8-950-63-18-119 [╄

╉╊
┿╋

┿

МЕТАЛЛОПРОКАТ 
で¡¿íÑ ç Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú
 あちすあてとちあ
(1 ½ Üö 18 ëÜß.)
 とえそしそさ
(1 ½ Üö 50 ëÜß.)
 てちといあ たちそなけしへせあみ
(1 ½ Üö 26 ëÜß.)
 つかてさあ さしあおそねせあみ
(1 ½2 – 65 ëÜß.)

(343) 256-70-90

8-908-90-51-313

8-912-67-32-904

8-922-17-36-440

 がÜïöíç¡í
 づñ£¡í ç ëí£½ñë

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 

ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÒÎÐÔ.

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ È ÄÐ.

┨┲┵┶┤┦┮┤

8-902-44-37-373
[╄╉╊┿╋┿

¨¨¨ «╀っさっいけゃしおうえ ゅさぇくうすくにえ いぇゃけょ»

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ

╋さぇきけさ, ゅさぇくうす, ゅぇぉぉさけ
‶けさすさっすに, けゃぇかに, せしすぇくけゃおぇ

‶っくしうけくっさぇき しおうょおう
[┿]][¨』╉┿

〈っか.: 8 (34369) 4-59-81, 
8-902-87-26-137

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

«╀っさっいけゃしおうえ ゅさぇくうすくにえ いぇゃけょ»

Ï À Ì ß Ò Í È Ê È
ゅぇぉぉさけ, きさぇきけさ, 

いきっっゃうお
℃○°″％○☆″＆°┸ ◇●◎°§☆″＆°┸ 

％£℃☆◎☆″＊＄§％＄ ◆☆◎☆☆″°＊☆″
╀っさっいけゃしおうえ さにくけお

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

[╄
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┿╋
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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 ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÌÎÍÒÀÆ.

ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ
8-912-69-99-918
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

[╄
╉╊

┿╋
┿

╇╆╂¨〈¨╁╊╄′╇╄ ╇ ╋¨′〈┿╅
╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, 

[╄【╄〈╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, 
╉¨╆｠[を╉╇, ╊╄]〈′╇『｠
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868

[╄
╉╊

┿╋
┿

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 1750 ë., 870 ë.
╋〉╉┿, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç, ç/ï - 950 ë., 480 ë.
¨╉¨[¨』╉┿, 15 ¡Ç - 1400 ë. 
]¨╊を - 400 ë.

╃けしすぇゃおぇ ぉっしこかぇすくけ
8-912-20-48-356 

4-47-29 [╄╉╊┿╋┿

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

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

¨いくぇおけきうすぬしは し たぇさぇおすっさうしすうおぇきう こさけょぇゃぇっきけゅけ うきせとっしすゃぇ, せいくぇすぬ ちっくせ 
こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ, ょっえしすゃせのとせの ゃ しけけすゃっすしすゃせのとうえ こっさうけょ ゃさっきっくう う 
こけかせつうすぬ ょけこけかくうすっかぬくせの うくそけさきぇちうの きけあくけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, 
せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 25┿, けそ. 210 こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇこうしう, こけしさっょしすゃけき 
ねかっおすさけくくけえ しゃはいう: e-mail ay_kia@mail.ru, ぇ すぇおあっ こけ すっか.: (34369) 4-61-36, 
4-61-42. [╄╉╊┿╋┿

‶ ┿ ╋ ぅ 〈 ′ ╇ ╉ ╇
けゅさぇょおう, ゃっくおう, おけさいうくに, ちゃっすに う ょさせゅけっ

せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 3
(しけ しすけさけくに たさぇきぇ)

すっか. 8-922-22-11-056
[╄╉╊┿╋┿

】╄╀╄′を, ¨〈]╄╁, 
〈¨[《, ′┿╁¨╆, ][╄╆╉┿, 

‶╄]¨╉ けす 1 おせぉ. き
〈. 8-912-26-91-250
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¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ – おけくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっす-
きっす» ╉けつおぇさひゃ ╇かぬは ┿くょさっっゃうつ (╇′′ 665401259597, こけつすけゃにえ ぇょさっし: 620000, ゅ. 
╄おぇすっさうくぉせさゅ, こけつすぇきす, ぇ/は 685; すっか.: (343) 343-02-42, 389-82-35; ay_kia@mail.
ru) こさけゃけょうす 15.07.11 ゅ. ゃ 11 つ. きっしすくけゅけ ゃさっきっくう こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃ-
しおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16 こけゃすけさくにっ すけさゅう 
ゃ そけさきっ ぇせおちうけくぇ, けすおさにすけゅけ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う こけ そけさきっ こけょぇつう こさっょ-
かけあっくうは け ちっくっ (ょぇかっっ – 〈けさゅう).

‶さっょきっす すけさゅけゃ: うきせとっしすゃけ ¨┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす», ゃにしすぇゃかはっきけっ くぇ 
こけゃすけさくにっ すけさゅう ゃ しけしすぇゃっ しかっょせのとうた かけすけゃ (ょぇかっっ すぇおあっ - ╇きせとっしすゃけ):

【ぇゅ ぇせおちうけくぇ こけ おぇあょけきせ うい かけすけゃ – 5% けす くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけょぇあう かけすぇ.
[ぇいきっさ いぇょぇすおぇ こけ おぇあょけきせ うい かけすけゃ – 20% けす くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけょぇあう 

かけすぇ.
╆ぇょぇすけお ょけかあっく ぉにすぬ こっさっつうしかっく くぇ けしくけゃぇくうう ょけゅけゃけさぇ け いぇょぇすおっ う こけしすせ-

こうすぬ くぇ さ/し ょけかあくうおぇ わ 40702810100060001800 ゃ ╀ぇくお «′╄╈╁┿» ¨¨¨, お/し わ 
30101810800000000774, ╀╇╉ 046515774 くっ こけいょくっっ 17 つ. 12.07.11 ゅ.

‶さうっき いぇはゃけお けしせとっしすゃかはっすしは し 06.06.11 ゅ. こけ 12.07.11 ゅ. ゃ さぇぉけつうっ ょくう 
し 9 つ. ょけ 17 つ. くっこけしさっょしすゃっくくけ こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃ-
しおうえ, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16 こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇこうしう. ‶けょぇつぇ いぇはゃけお うくにき 
しこけしけぉけき (こけつすけゃにき けすこさぇゃかっくうっき, こけしさっょしすゃけき そぇおしうきうかぬくけえ しゃはいう う す.こ.) 
くっ ょけこせしおぇっすしは. ‶さっょかけあっくうは け ちっくっ いぇはゃかはのすしは ゃ たけょっ こさけゃっょっくうは 〈けさゅけゃ.

╃かは せつぇしすうは ゃ すけさゅぇた くっけぉたけょうきけ こさっょしすぇゃうすぬ いぇはゃおせ, しけけすゃっすしすゃせのとせの すさっ-
ぉけゃぇくうはき こ. 11 しす. 110 《╆ «¨ くっしけしすけはすっかぬくけしすう (ぉぇくおさけすしすゃっ)» わ 127-《╆ けす 
26.10.02 ゅ. ╆ぇはゃおぇ ょけかあくぇ しけょっさあぇすぬ こさっょかけあっくうっ け ちっくっ うきせとっしすゃぇ. ╉ いぇはゃおっ 
こさうかけあうすぬ: ょけおせきっくすに, こけょすゃっさあょぇのとうっ こけかくけきけつうは かうちぇ くぇ けしせとっしすゃかっくうっ 
ょっえしすゃうえ けす うきっくう いぇはゃうすっかは. ╃けこけかくうすっかぬくけ: ょかは のさうょうつっしおうた かうち (うくょう-
ゃうょせぇかぬくにた こさっょこさうくうきぇすっかっえ) – ゃにこうしおせ うい ╄╂[ぃ╊ (╄╂[╇‶), ゃにょぇくくせの くっ 
さぇくっっ 30 ょくっえ ょけ きけきっくすぇ こけょぇつう いぇはゃおう; ょかは そういうつっしおうた かうち – おけこうの こぇ-
しこけさすぇ; ょかは うくけしすさぇくくけゅけ かうちぇ – くぇょかっあぇとうき けぉさぇいけき いぇゃっさっくくにえ こっさっゃけょ くぇ 
させししおうえ はいにお ょけおせきっくすけゃ け ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ さっゅうしすさぇちうう のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ 
(うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ こさっょこさうくうきぇすっかは) ゃ しけけすゃっすしすゃうう し いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき しけ-
けすゃっすしすゃせのとっゅけ ゅけしせょぇさしすゃぇ. 

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

[っいせかぬすぇすに 〈けさゅけゃ こけょゃけょはすしは 15.07.11 ゅ. ゃ 13 つ. こけ きっしすせ こさけゃっょっくうは. 
‶けぉっょうすっかっき 〈けさゅけゃ こさういくぇっすしは せつぇしすくうお, こさっょかけあうゃてうえ ゃ たけょっ 〈けさゅけゃ くぇう-
ぉけかっっ ゃにしけおせの ちっくせ, おけすけさぇは ぉにかぇ くぇいゃぇくぇ けさゅぇくういぇすけさけき 〈けさゅけゃ こけしかっょくっえ.

[っいせかぬすぇすに すけさゅけゃ けそけさきかはのすしは こさけすけおけかけき け さっいせかぬすぇすぇた こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ.
╁ すっつっくうっ 5 ょくっえ し ょぇすに こけょこうしぇくうは こさけすけおけかぇ け さっいせかぬすぇすぇた こさけゃっょっくうは 

すけさゅけゃ おけくおせさしくにえ せこさぇゃかはのとうえ くぇこさぇゃかはっす こけぉっょうすっかの 〈けさゅけゃ こさっょかけあっくうっ 
いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ し こさうかけあっくうっき こさけっおすぇ ょぇくくけゅけ 
ょけゅけゃけさぇ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し こさっょしすぇゃかっくくにき こけぉっょうすっかっき 〈けさゅけゃ こさっょかけあっくうっき 
け ちっくっ うきせとっしすゃぇ. 

╁ すっつっくうっ 5 ょくっえ し ょぇすに こけかせつっくうは ゃにてっせおぇいぇくくけゅけ こさっょかけあっくうは こけぉっょう-
すっかぬ 〈けさゅけゃ けぉはいぇく こけょこうしぇすぬ ょけゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ. ¨こかぇすぇ ゃ しけ-
けすゃっすしすゃうう し ょけゅけゃけさけき おせこかう-こさけょぇあう うきせとっしすゃぇ ょけかあくぇ ぉにすぬ けしせとっしすゃかっくぇ 
こけぉっょうすっかっき 〈けさゅけゃ ゃ すっつっくうっ 30 ょくっえ しけ ょくは こけょこうしぇくうは ょけゅけゃけさぇ おせこかう-こさけ-
ょぇあう こせすっき こっさっつうしかっくうは ょっくっあくにた しさっょしすゃ くぇ さ/し ̈ ┿¨ ╀¨╆ «ぁくっさゅけちゃっすきっす», 
せおぇいぇくくにえ ゃにてっ. 

¨いくぇおけきうすぬしは し たぇさぇおすっさうしすうおぇきう こさっょきっすぇ すけさゅけゃ う こけかせつうすぬ ょけこけかくうすっかぬ-
くせの うくそけさきぇちうの きけあくけ こけ きっしすせ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ こけ こさっょゃぇさうすっかぬくけえ いぇ-
こうしう う こけ すっか.: (343) 343-02-42, 389-82-35, (34369) 4-61-40.

わ ëîòà Íàèìåíîâàíèå

Íà÷àëüíàÿ öåíà 

ïðîäàæè ëîòà, 

ðóá., ñ ÍÄÑ

1 Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ ÀÏÐ-403 (á/ó) 55 489,50

2 Ïðåîáðàçîâàòåëü ÷àñòîòû òèðèñòîðíûé ÒÏ×Ò-250 304 528,50

3 Ñèñòåìà õèìâîäîî÷èñòêè è âîäîïîäãîòîâêè äëÿ êîòåëüíîé 129 474,90

4 Âíóòðèïëîùàäî÷íûå ñåòè âîäîïðîâîäà è êàíàëèçàöèè 284 287,50

5 Ãîðèçîíòàëüíàÿ ëåíòîîáðåçíàÿ ìàøèíà OL 340/690 DQH 82 787,40

6 Êîíòåéíåð ÏÎ8.255.00 74 151,90

7 Êðàíîâàÿ ýñòàêàäà (îòêðûòàÿ) 71 228,70

8 ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜÍÀß ÃÀÇÎÂÀß ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 242 856,00

9 Ñòåíäîâûå ïëèòû (ìîíòàæíûå) 44 572,50

10 ×óãóííàÿ ïëèòà 3õ3 0,3 87 215,40

11 ÀÂÒÎÌÀÒ ÎÒÐÅÇÍÎÉ ÊÐÓÃËÎÏÈËÜÍÛÉ 8Ã633-100 90 090,90

12 Íîæíèöû ÍÊ-3414 êðèâîøèïíûå ëèñòîâûå 62 924,40

13 ÏÐÅÑÑ Ì 6328-Á 82 894,50

14 ÏÐÅÑÑ-1734 154 641,60

15 ÏÐÅÑÑ-ÍÎÆÍÈÖÛ Í-8 522 33 704,10

16 ÏÐÅÑÑ-ÍÎÆÍÈÖÛ ÍÁ-5224 50 101,20

17 ÑÒÀÍÎÊ ÁÀËÀÍÑÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ 9718 190 384,20

18 ÑÒÀÍÎÊ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÎ-ÐÀÑÒÎ×ÍÎÉ 2620Â 42 466,50

19 ÑÒÀÍÎÊ ÐÀÄÈÀËÜÍÎ-ÑÂÅÐËÈËÜÍÛÉ 2Ê52-1 40 546,80

20 ÑÒÀÍÎÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÊÐÓÃËÎ-ØËÈÔÎÂÀËÜÍÛÉ 3Á-12 27 478,80
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2 èþíÿ
2011 ãîäà 11ÒÂ ×åòâåðã, 9 èþíÿ

‶っさゃにえ 〈╁『

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

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

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

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «╃[╄╁′╄╈【╇╄ ╋〉╋╇╇». ╃/《
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 ╉ ‶[¨《╄]]╇╇»
19.05 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» 
20.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «》╄[〉╁╇╋». 〈/] 
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 〈/] «╂[〉‶‶┿ ]』┿]〈をぅ»
22.30 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «ROLLING STONES» ╁ ╇╆-

╂′┿′╇╇»
01.05 》/《 «╉¨′〈[¨╊を»
03.30 〈/] «]‶┿]╇〈╄ ╂[╄╈]»
04.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈- 

′╄[｠»
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 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
02.45 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
03.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈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 〈/] «╊╇〈╄╈′｠╈»
21.30 〈/] «╋¨]╉╁┿.  『╄′〈- 

[┿╊を′｠╈ ¨╉[〉╂»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃»
00.15 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»
01.20 〈/] «╀╄╆ ]╊╄╃┿»
02.15 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
03.15 «╃¨ ]〉╃┿»
04.15 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «‶┿『┿′｠»
12.15, 16.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.45 ╁╄╉ [〉]]╉¨╂¨ ╋〉╆╄ぅ
14.15 》/《 «[¨]]╇ぅ ╋¨╊¨╃┿ぅ», 

8 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.30 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.25 ╉¨′╉〉[] 』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨
18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
20.45 ACADEMIA
21.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
22.15 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.00 ╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ ‶〉〈╄- 

【╄]〈╁╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 》/《 «╃¨[¨╂┿ぅ ╄╊╄′┿ 

]╄[╂╄╄╁′┿»
01.25 ′╄]╄[を╄╆′｠╄ ╁┿[╇┿『╇╇
01.55 ACADEMIA
02.40 PRO MEMORIA

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

[╇′╀〉[╂
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00, 18.20 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
10.35, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.50, 15.45 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
11.50 》/《 «〈[〉╃′｠╄ ╃╄′を╂╇»
13.40, 00.00, 04.50 ╁╄]〈╇.RU
14.15 ╀¨╉]
15.15 «╃〉【┿ ]┿╋〉[┿ぅ»
16.35 》/《 «‶¨╄╆╃ ]╋╄[〈╇»
19.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 «『]╉┿  -  «]‶┿[〈┿╉». 

‶[¨〈╇╁¨]〈¨ぅ′╇╄»
21.50 》/《 «╂¨′】╇╉»
00.15, 03.25 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35, 05.05 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇. 

‶╄[╄╃ 〈〉[¨╋»
01.25 «〉╃┿[ ╂¨╊¨╁¨╈»
02.30 TOP G┱RL
03.35 «′┿〉╉┿ 2.0»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.20, 11.45 》/《 «╃’┿[〈┿′をぅ′ ╇ 

〈[╇ ╋〉【╉╄〈╄[┿»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′- 

′¨╂¨ ╋┿]【〈┿╀┿ - 2»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.30 》/《 «╇ ]′¨╁┿ ┿′╇]- 

╉╇′», 2 ]╄[╇ぅ
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.50 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «》¨』〉 [╄╀┱′╉┿»
23.00 «╁｠╅╇〈を ╁ ╋╄╂┿‶¨╊╇]╄. 

〉╂¨′｠ ┿╁〈¨╋¨╀╇╊╄╈»
00.25 》/《 «〉╀╇〈を 【┿╉┿╊┿»
01.50 》/《 «╀╊¨′╃╇′╉┿ ╁ ′¨-

╉┿〉〈╄»
03.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.25 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

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

╉╇′¨ - 2»
18.00, 20.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30, 20.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «¨』╄′を ぁ‶╇』╄]╉¨╄ 

╉╇′¨»

22.25 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.55 》/《 «╅╇╁｠╄ ╇ ╋╄[〈╁｠╄»
04.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ 3»
10.55 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
12.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
12.20 》/《 «》¨╃ ╉¨′╄╋»
14.00 》/《 «》¨╊╋｠ ╇ [┿╁′╇′｠»
16.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.30 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
21.00 》/《 «〉╊を〈[┿《╇¨╊╄〈»
23.00 ′¨╁¨]〈╇
23.30 «]〈╄′╃»
00.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
00.30 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄- 

[╇┿╊｠»
02.15 «╁╄╃を╋┿╉». 《ぁ′〈╄╆╇
04.45 》/《 «〈╄》┿]]╉╇╄ [╄╈- 

′╃╅╄[｠»

5.00, 7.00  ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-
′╄〈┿

5.30, 6.30 ╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 7»
8.30 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «‶¨╄╆╃ ′┿ ぃ╋〉»
17.00 〈/] «‶¨ ╆┿╉¨′〉»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30, 23.00 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇-

╉╇ - 2»
21.00 〈/] «NEXT - 2»
22.00 «〈┿╈′｠ ╋╇[┿»
23.30 》/《 «╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁¨ 

╅╇╆′╇»
02.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠ - 2»

6.00 〈/] «╉┿╉ ぅ ╁]〈[╄〈╇╊ ╁┿【〉 
╋┿╋〉»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
10.30 》/《 «╃[ぅ′′｠╄ ╃╄╁-

』¨′╉╇»
12.20, 18.30 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
19.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
21.00 〈/] «╋╄〈¨╃  ╊┿╁[¨╁¨╈»
22.00 》/《 «╀¨╂┿〈╄′を╉╇╄ 

╃╄╁〉【╉╇»
23.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ - 41»
00.30 ╃′╄╁′╇╉ «╉╇′¨〈┿╁[»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 〈/] «╆╁╄[を»
02.20 》/《 «╋ぃ′》╄′»
05.30 〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»

5.20, 9.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
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 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
13.25 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05   «╉┿╀╇′╄〈  ╋╇′╇]〈[¨╁»
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒».
16.05, 22.00 〈/] «┿╊╄╉]┿′╃[¨╁]╉╇╈ ]┿╃»
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.10, 00.10, 03.50 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊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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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 10 èþíÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 13.30 «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»
05.20, 11.00, 02.20, 02.45 «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[-

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

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

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30, 20.30, 01.50 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

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

ぅ╆｠╉╄)
12.30 〈╄╊╄¨』╄[╉ ¨ 〈╁¨[』╄]〈╁╄ ‶¨ぁ〈┿ [┿╃╇《┿ 

╂┿〈┿【┿ 
13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 23.35 «[┿╈]╉╇╄ 〉╂¨╊╉╇». ╃/《
14.45 «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿ぅ ]〈[┿′╇』╉┿»
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

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

ぅ╆｠╉╄)
19.00  «╁╄』╄[¨╋ ╁ ‶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, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «╅╃╇ ╋╄′ぅ»
18.20 «‶¨╊╄ 』〉╃╄]»
19.10 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 «╃¨ [╄: ╊╄¨′╇╃ ┿╂〉〈╇′»
23.30 》/《 «╃╄╁〉【╉┿, ╉¨〈¨[┿ぅ 

╇╂[┿╊┿ ] ¨╂′╄╋»
02.00 ‶╇〈╄[ 《¨′╃┿ ╁ ╉¨╋╄- 

╃╇╇ «╃╁¨╄»
03.50 〈[╇╊╊╄[ «《┿╉〈¨[ 〉╃┿[┿»
05.25 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
11.50 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
12.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈- 

′╄[｠»
14.00 ╁╄]〈╇
14.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.50 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
15.05 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨- 

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

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 《┿╉〈¨[ ┿
23.05 ぃ[╋┿╊┿
00.55 》/《 «]╋╄[〈を  ╁ 〈[╇ ╃′ぅ»
02.55 》/《 «╀┿]]╄╈′»

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

]╉¨╂¨ ¨╀╋┿′┿»
9.30, 15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈-

′¨╄ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «]‶┿]┿〈╄╊╇»
10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》: ╂╊┿╁-

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

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

【╄]〈╁╇╄»
20 . 5 5  «╁╄╊╇╉╇╈  ¨╀╋┿′ 

╆[╄′╇ぅ»
22.05 «′〈╁【′╇╉╇»
23.05 «‶╄]′ぅ ╃╊ぅ ╁┿【╄╂¨ 

]〈¨╊╇╉┿»
00.25 》/《 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╉ 

¨╆╄[〉 ]╋╄[〈╇»
02.15 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
03.15 «╃¨ ]〉╃┿»
04.15 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

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

]╄[╂╄╄╁′┿»
12.15, 16.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.35 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.05 》/《 «[¨]]╇ぅ ╋¨╊¨╃┿ぅ», 

9 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
17.20 ╉〈¨ ╋｠?
17.50 ╀╇╊╄〈 ╁ ╀¨╊を【¨╈
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.50 〈/] «╁╄╉ ╋¨‶┿]]┿′┿. 

‶¨╁╄]〈╇ ╇ [┿]]╉┿╆｠ XIX 
]〈¨╊╄〈╇ぅ»

21.45 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
22.40 ¨‶〈╇′┿ ‶〉]〈｠′を. ╁¨- 

╇′｠ ╂¨]‶¨╃┿
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.15 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
01.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊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, 14.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.50 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
11.50 》/《 «‶¨╄╆╃ ]╋╄[〈╇»
13.40, 17.10 ╁╄]〈╇.RU
14.20 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
15.15 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
16.05 «〉╃┿[ ╂¨╊¨╁¨╈»
17.40 TOP G┱RL
18.45 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
19.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
19.30 «╆╃¨[¨╁を╄»
20.40 《〉〈╀¨╊.  «〈╄[╄╉» (╂[¨╆-

′｠╈) - 『]╉┿
22.40 《〉〈╀¨╊.  «]‶┿[〈┿╉» (╋¨-

]╉╁┿) - «[〉╀╇′»
00.55, 04.05 ╁╄]〈╇.RU
01.25, 02.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
01.50 ╀¨╉]
03.05, 04.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «╃╄╋╇╃¨╁｠»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╅╇╁╄〈 〈┿╉¨╈ ‶┿- 

[╄′を»
13.40 «PRO ╅╇╆′を». 〈¨╉-【¨〉
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «]｠】╇╉╇ [┿╈¨′- 

′¨╂¨ ╋┿]【〈┿╀┿ - 2»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.30 》/《 «╇ ]′¨╁┿ ┿′╇]- 

╉╇′», 3 ]╄[╇ぅ
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 «┿╊╄╉]┿′╃[ ╀〉╈′¨╁. 

‶[¨ ╊ぃ╀¨╁を...» ╉¨′『╄[〈 
╁ ╉[╄╋╊╄

22.35 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
00.15 》/《 «╃’┿[〈┿′をぅ′ ╇ 〈[╇ 

╋〉【╉╄〈╄[┿»
05.10 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇

6.00  ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨,   ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.25 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30, 14.00, 19.30 〈/] «]』┿]〈-

╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.35 》/《 «¨』╄′を ぁ‶╇』╄]╉¨╄ 

╉╇′¨»
18.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
18.30 〈/] «╆┿╈『╄╁ + 1»
19.00 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
20.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 ′┿【┿ RUSSIA
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.55 》/《 «〈[┿′]╇╊を╋┿′╇ぅ»

04.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 〈/] «』╄[′｠╈ ╁¨[¨′ - 3»
10.55 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
12.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!
12.20 》/《 «╄╂¨[╉┿»
14.00 》/《 «╋〉╅』╇′┿ ╃╊ぅ 

╅╇╆′╇»
16.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.20 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ╅┿╃′¨]〈╇»
21.00 》/《 «》¨╃ ╉¨′╄╋»
23.00 ′¨╁¨]〈╇
23.30 «]〈╄′╃»
00.10 «╋┿]╉╇»
00.30 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄- 

[╇┿╊｠»
02.15 》/《 «╀╊〉╀╄[[╇»
04.45 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 7»
8.30 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇ - 2»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00, 16.45 〈/] «╀╄【╄′┿ぅ»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 «╊╄╂╄′╃｠ [╄〈[¨ FM - 

2006»
22.45 «╁╇┿ ╂[┿» 10 ╊╄〈». ╉¨′- 

『╄[〈
00.30 «╀〉′╉╄[ NEWS»
01.30 》/《 «╂[╄』╄]╉┿ぅ ]╋¨- 

╉¨╁′╇『┿»
03.20 «‶¨╉╄[»
04.10 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠ - 2»

6.00 〈/] «╉┿╉ ぅ ╁]〈[╄〈╇╊ ╁┿【〉 
╋┿╋〉»

6.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
8.30, 19.30, 23.15 «╃┿┱【を ╋¨-

╊¨╃┱╅を!»
9.00, 20.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 〈/] «╋╄〈¨╃ ╊┿╁[¨╁¨╈»
10.30 》/《 «╀¨╂┿〈╄′を╉╇╄ ╃╄╁〉【╉╇»
12.20 «╄[┿╊┿【»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╄[┿╊┿【»
21.00 》/《 «╉┿[┿〈╄╊を»

23.15 ╃′╄╁′╇╉ 《╄]〈╇╁┿╊ぅ 
«╉╇′¨〈┿╁[»

00.45 ╀¨╄╁╇╉ «╂┿′╂]〈╄[»
03.45 〈/] «[┿′╄〈╉╇»

5.20, 9.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.35, 18.10, 00.20, 03.50 ‶┿〈[〉╊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 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 ╉¨′『╄[〈 «╉¨╂╃┿ ‶¨ぃ〈 ]¨╊╃┿〈｠»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
16.05 〈/] «┿╊╄╉]┿′╃[¨╁]╉╇╈ ]┿╃», 7 ].
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 ′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊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 〉[《¨»
00.55 «DE FACTO»
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2 èþíÿ
2011 ãîäà Ñóááîòà, 11 èþíÿ12 ÒÂ

‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «╀╄╊｠╈ 》¨╊]〈». 》/《
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 «〈┿╈′｠╄ ¨╀】╄]〈╁┿». ╃/《 2-ぅ ]╄[╇ぅ
12.00 «]〈〉‶╄′╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
13.00 «╊╄【╇╈». 》/《
15.00 『╄[╄╋¨′╇ぅ ¨〈╉[｠〈╇ぅ X 〈╄┿〈[┿╊を′¨╂¨ 

《╄]〈╇╁┿╊ぅ 〈ぃ[╉]╉╇》 ′┿[¨╃¨╁ «′┿╁[〉╆»
16.00 «╉┿′〉′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00, 02.00 «╉╁′-2011»
18.00 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». «╆┿[╇]¨╁╉╇ ╇╆ 

╅╇╆′╇ 》┿[╇]┿ ぅ╉〉‶¨╁┿»
18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 

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

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

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 «╂¨[┿ ]┿╋¨『╁╄〈¨╁»
6.35 》/《 «‶[¨】┿′╇╄ ]╊┿- 

╁ぅ′╉╇»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «]╋┿╉»
10.55 «┿╇╃┿ ╁╄╃╇】╄╁┿. ′╄ 

╀¨╈〈╄]を ′┿』╇′┿〈を ] 
′〉╊ぅ»

12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
13.10 〈/] «》╇╋╇╉»
17.00 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊-

╊╇¨′╄[¨╋?»
18.00 》/《 «]′╄╂╇[を»
19.45, 21.15 «╋╇′〉〈┿ ]╊┿╁｠»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
23.00 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]-

》╇╊〈¨′»
23.35 «』〈¨? ╂╃╄? ╉¨╂╃┿?»
00.40 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋╄╊╇′╃┿ ╇ 

╋╄╊╇′╃┿»
02.35 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╇╂[〉【╉╇»
04.50 〈/] «]‶┿]╇〈╄ ╂[╄╈]»

5.05 》/《 «╅╄′┿〈｠╈ 》¨╊¨]- 
〈ぅ╉»

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 ╁╄]〈╇
11.20 ╀¨╊を【┿ぅ ]╄╋をぅ
13.20, 14.30 〈/] «]╁┿〈｠ - 3»
14.00 ╁╄]〈╇
18.00 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 》/《 «╀╄╊┿ぅ ╁¨[¨′┿»
00.15 ╃╄╁』┿〈┿
00.50 》/《 «¨]〈╇′ ‶┿〉ぁ[]: ╂¨╊-

╃╋╄╋╀╄[»
02.50 『╄[╄╋¨′╇ぅ ╆┿╉[｠〈╇ぅ 

«╉╇′¨〈┿╁[»
04.10 》/《 «‶[╇]〈┿′を ′┿ 〈¨╋ 

╀╄[╄╂〉»

5.55 》/《 «〈┿[╆┿′ ╇ [┿╀｠′ぅ»
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»
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[
19 .55  «‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉-

]╇╋〉╋»
21.00 «[〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇»
21.55 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»
22.55 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ]╊¨╁¨»
00.00 》/《 «╋╇]] ╉¨′╂╄′╇┿╊を-

′¨]〈を»
02.10 》/《 «╉[╄]〈¨╁｠╈ ‶¨-
》¨╃ ╁ ╃╅╇′]┿》»
04.40 «╃¨ ]〉╃┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
10.40 》/《 «』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨- 

[¨╂¨ ぅ ╊ぃ╀╊ぃ»
12.05 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.40 ╃/《 «╂¨╃ 『┿‶╊╇»
13.10 》/《 «╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨-

╁┿〈を, ╇╊╇ ‶¨]〈¨[¨′′╇╋ 
╁》¨╃ ╁¨]‶[╄】╄′»

14.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.00 ╇╂[｠  ╉╊┿]]╇╉¨╁  ] [¨-

╋┿′¨╋ ╁╇╉〈ぃ╉¨╋
16.00 》/《 «╂¨[╇, ╂¨[╇, ╋¨ぅ 

╆╁╄╆╃┿»
17.30 ╇]╉┿〈╄╊╇
18.20 ‶╄]′ぅ ′╄ ‶[¨】┿╄〈]ぅ...
2 0 . 1 0  ╀ ╄ ′ ╄ 《 ╇ ]  ╋ ┿ [ ╉ ┿ 

╆┿》┿[¨╁┿. 》[〉]〈┿╊を-
′｠╈ ╀┿╊ «》[〉]〈┿╊を′¨╈ 
〈〉[┿′╃¨〈»

21.25 》/《 «』〉』╄╊¨»
23.30 ╉¨′『╄[〈 ╁ ╋¨]╉¨╁]╉¨╋ 

╋╄╅╃〉′┿[¨╃′¨╋ ╃¨╋╄ 
╋〉╆｠╉╇

00.30 》/《 «』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨- 
[¨╂¨ ぅ ╊ぃ╀╊ぃ»

01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

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

』╄]〈╁┿
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.10 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
11.40 》/《 «╂¨′】╇╉»
13.50, 17.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.05 TOP G┱RL
15.00 》/《 «]‶┿[〈┿′╄『»
16.55 «《〉〈╀¨╊.RU»
18.00 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
18.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
19.00 ╋╄╊を′╇『┿
19.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
19.55, 22.55 《¨[╋〉╊┿-1
21.15 》/《 «〉╊を〈[┿《╇¨╊╄〈»
00.05, 02.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.30 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨- 

╀¨[]〈╁┿
03.05 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
03.35 TOP G┱RL
04.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

5.55 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
6.30 ╋/《 «╋┿〉╂╊╇»
7.40 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.05 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.30 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ  ぁ′『╇-

╉╊¨‶╄╃╇ぅ»
8.55 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
10.10 ]╉┿╆╉┿ «《╇′╇]〈 - ぅ]′｠╈ 

]¨╉¨╊»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.30   «]〈¨   ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]-

╊¨╋〉»
13.15 «》[¨′╇╉╇ ╋¨]╉¨╁]╉¨╂¨ 

╀｠〈┿»
14.00 》/《 «╁┿[╄′を╉┿»
15.55 «〈┿╊┿′〈｠ ╇ ‶¨╉╊¨′- 

′╇╉╇». ╋. ╃╄[╅┿╁╇′
17.30, 00.05 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.05 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
19.05 «‶〉┿[¨ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «¨‶╄[┿〈╇╁′┿ぅ [┿╆-

[┿╀¨〈╉┿»
00.25 》/《 «╇╂[┿»
02.15 》/《 «¨′┿ ]╉┿╆┿╊┿ «╃┿»
04.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.40 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
12.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》〉 ╇╆ 》〉
01.00 》/《 «]〉╇′╇ 〈¨╃╃, 

╃╄╋¨′-‶┿[╇╉╋┿》╄[ ] 
《╊╇〈-]〈[╇〈»

03.20 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
03.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.20 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿

5.50 ]╉┿╆╉┿ ┿╊╄╉]┿′╃[┿ ‶〈〉【-
╉¨ «╉┿╋╄′′｠╈ 『╁╄〈¨╉»

7.30 ′¨╁¨]〈╇
8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 ′¨╁¨]〈╇
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
10.00 ╀¨╄╁╇╉ «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨-

〈┿ 2», 6-10 ]╄[╇╇
14.45 〈/] «╋¨[]╉¨╈  ‶┿〈[〉╊を 

2», 8-12 ]╄[╇╇
20.00 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00«┿[〈〉[ ╇ ╋╇′╇‶〉〈｠» 

┿′╇╋┿『╇¨′′｠╈ 《╇╊を╋  
╊ぃ╉┿ ╀╄]]¨′┿

23.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
23.30 》/《  «‶╊┿′╄〈┿ ╉┿-‶ぁ╉]»
02.00 』┿╉ ′¨[[╇] ╁ ╀¨╄╁╇╉╄ 

«〈╄′╇ ‶[¨【╊¨╂¨»
03.45 ╋/《 «┿[〈〉[ ╇ ╋╇′╇‶〉〈｠» 

┿′╇╋┿『╇¨′′｠╈ 《╇╊を╋

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5 . 3 0  〈 / ]  « 《 ╇ [ ╋ ╄ ′ ′ ┿ ぅ 

╇]〈¨[╇ぅ»
7.20 «╊╄╂╄′╃｠ [╄〈[¨ FM - 2006»
10.10 «』╇]〈┿ぅ [┿╀¨〈┿»
11.00 «╁╄]╄╊｠╄ [╄╀ぅ〈┿»
12.00 «′┿ ╉〉[を╇》 ′¨╅╉┿》»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14.00 «╀[┿〈╉╇ ‶¨ ╉[¨╁╇»
15.00 «╆¨╊¨〈｠╄ 〈╄╊ぅ〈┿»
16.00 «╀〉[╃┿ ╇ ╋¨╃┿»
17.00 «╆′┿╈ ′┿【╇》»
18.00 «]╄╉]╋╇]]╇ぅ»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 «〉′╇╉┿╊を′｠╈ ′┿[¨╃».

╉¨′『╄[〈  ╋. ╆┿╃¨[′¨╁┿
22.00 》/《 «[〉]]╉╇╈ ]‶╄『′┿╆»
00.00 «【〈〉[╋ ‶¨╃]¨╆′┿′╇ぅ»
01.00 «]╄┿′]  ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 

«《┿′〈┿╆╋»
03.00   «‶¨╉╄[.  [〉]]╉┿ぅ 

]》╁┿〈╉┿»
04.00 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠ - 2»

6.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╈ ]╄[╇┿╊
«]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╃╅〉╋┿′╃╅╇»
9.00 «╄[┿╊┿【»
19.25 ╋/《 «╉┿[╊╇╉ ′¨]»
21.00 ┿′╇╋┿『╇¨′′｠╈ 《╇╊を╋ 

«〈┿』╉╇»

23.10   【¨ 〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-
╋╄′╄╈»

00.40 ╃[┿╋┿ «╀┿【′╇-╀╊╇╆- 
′╄『｠»

03.00 》/《 «‶┿[′╇ ╇╆ ╅╄′]╉¨╈ 
¨╀】┿╂╇»

04.45 〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»

5.15 «DE FACTO»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.40 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
8.00 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
8.30 ╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
9.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.05 》/《 «′╄〉╊¨╁╇╋｠╄ ╋]〈╇〈╄╊╇»
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «╂〉[╋ぁ»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄. ╉〉╊を〈〉[┿. ╇′-

〈╄[′╄〈»
13.05 〈/] «┿╊╄╉]┿′╃[¨╁]╉╇╈ ]┿╃», 4-5 ]╄[╇╇
15.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.55 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.30 «╋╄╂┿╃[¨╋»
17.05 》/《 «]╁¨╈ ][╄╃╇ 』〉╅╇》, 』〉╅¨╈ ][╄╃╇ 

]╁¨╇》»
19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
19.50 «[┿╆╀¨[ ‶¨╊╄〈¨╁»
20.20 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.50 》/《 «′¨╁｠╈ ‶┿[╄′を ╋¨╄╈ ╋┿╋｠»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ   ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.40 «′¨』を ╁ 《╇╊┿[╋¨′╇╇»
01.50 》/《 «╋┿〈┿ 》┿[╇»
03.55 》/《 «╃¨[¨╂┿»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Âîñêðåñåíüå, 12 èþíÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
04.50  «‶¨ ]╊╄╃〉 《╄′╇╉]┿». 》/《
06.30  〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

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

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

ぅ╆｠╉╄)
10.30 «〈┿╋』｠-【¨〉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «╊╄【╇╈ 2». 》/《
13.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.30 «╆╄╀[┿»
13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
14.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» 
15.50 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «》╇╋╇』╄]╉╇╈ ╀〉╋»
17.00 «╉┿[┿╁¨′» - ╃〉【┿ ′┿[¨╃┿». [╄‶¨[〈┿╅ 

] 《╄]〈╇╁┿╊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 «╁¨╊╂┿-╁¨╊╂┿». 》/《
01.45 «[¨╅╃╄′╇╄ ╆╁╄╆╃｠». 》/《
02.45 «〉╊｠╀′╇]を!»

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 》/《 «╀╊┿╂¨[¨╃′｠╈ [┿╆-

╀¨╈′╇╉ ╁╊┿╃╇╋╇[ ╃〉-
╀[¨╁]╉╇╈»

8.00 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を ╊ぃ╀╇-
╋┿ぅ!».  25 ╊╄〈 ╁ ぁ《╇[╄. 
ぃ╀╇╊╄╈′｠╈ ╉¨′『╄[〈 ╁ 
╉[╄╋╊╄

9.05 «[¨]]╇ぅ  ¨〈 ╉[┿ぅ ╃¨ 
╉[┿ぅ»

10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 ′╇╉¨╊┿╈ [｠╀′╇╉¨╁, 

╇′′┿ ╋┿╉┿[¨╁┿  ╁ 《╇╊を-
╋╄ «╁｠]¨〈┿»

12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.20 《╇╊を╋ ╊╄¨′╇╃┿ ‶┿[- 

《╄′¨╁┿ «╆╁¨[｠╉╇′-╋〉-
[¨╋╄『». 1-ぅ ]╄[╇ぅ

13.45 》/《 «〈[┿╉〈╇[ ′┿ ‶ぅ〈- 
′╇『╉¨╈»

15.30 》/《 «〈[╇ 〈¨‶¨╊ぅ ′┿ 
‶╊ぃ】╇》╄»

17.00 》/《 «〈〉[╄『╉╇╈ ╂┿╋╀╇〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.15 》/《 «┿╃╋╇[┿╊‒»
23.35 «]〉‶╄[╃╇]╉¨〈╄╉┿ 90-》»
01.25 》/《 «╋〉╊╄′ [〉╅»
03.45 》/《 «╃[〉╂¨╈ ╃ぃ╋┿»

5.25 》/《 «ぁ╉╇‶┿╅»
8.15 》/《 «′╄ ╋¨╅╄〈 ╀｠〈を!»
10.10 ╀¨╊を【┿ぅ ]╄╋をぅ
12 . 00  ╋¨]╉╁┿ .  ╉[╄╋╊を . 

『╄[╄╋¨′╇ぅ ╁[〉』╄′╇ぅ 
╂ ¨ ] 〉 ╃ ┿ [ ] 〈 ╁ ╄ ′ ′ ｠ 》 
‶[╄╋╇╈ [¨]]╇╈]╉¨╈ 
《╄╃╄[┿『╇╇

13.00 〈/] «]╁┿〈｠ - 3»
14.00 ╁╄]〈╇
14.15 〈/] «]╁┿〈｠ - 3»
17.10 ]╋╄ぅ〈を]ぅ [┿╆[╄【┿╄〈]ぅ
18.25 》/《 «╋¨]╉╁┿ ]╊╄╆┿╋ 

′╄ ╁╄[╇〈»
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 》/《 «╋¨]╉╁┿ ]╊╄╆┿╋ 

′╄ ╁╄[╇〈»
22.00 》/《 «╁╇╁┿〈, ┿′′┿!»
00.00 ‶[┿╆╃′╇』′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

«[¨]]╇ぅ ╋¨╊¨╃┿ぅ». 
‶[ぅ╋┿ぅ 〈[┿′]╊ぅ『╇ぅ 
] ╉[┿]′¨╈ ‶╊¨】┿╃╇

02.00 》/《 «╁╇╁┿〈, ┿′′┿!»
04.00 》/《 «] ‶¨』╄]〈ぅ╋╇»

5.55 》/《 «╋╇]] ╉¨′╂╄′╇┿╊を-
′¨]〈を»

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

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

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

╆′┿′╇╄»
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄»
22.00 》/《 «╁╄〈╄[ ]╄╁╄[′｠╈»
23.50 «╇╂[┿»
00.55 «┿╁╇┿〈¨[｠»
01.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿»
02.00 》/《 «′╄ ¨]〈┿╁╊ぅぃ】╇╈ 

]╊╄╃┿»
03.55 ╋/《 «╉¨[┿╊╇′┿  ╁ ]〈[┿′╄ 

╉¨【╋┿[¨╁»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ╊╄〈¨ ╂¨]‶¨╃′╄ ╃╄′を 

]╁ぅ〈¨╈ 〈[¨╇『｠
10.40 》/《 «╃¨╋, ╁ ╉¨〈¨[¨╋ ぅ 

╅╇╁〉»
12.15 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.40 ╃/《 «╂¨╃ 『┿‶╊╇»
13.10 》/《 «╇╊をぅ ╋〉[¨╋╄『»
14.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.20 «╁╊┿╃╇╋╇[ ╀╄》〈╄[╄╁.
╁╆╂╊ぅ╃ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨»
15.50 200 ╊╄〈 ╉〉╀┿′]╉¨╋〉 ╉┿-

╆┿』を╄╋〉 》¨[〉. ╉¨′『╄[〈 
╁ ╉╆』

16.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.45 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ] 》┿[┿╉-

〈╄[¨╋»
19.05 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
19.50 ╁ ╂¨]〈ぅ》 〉...
21.45 ]‶╄╉〈┿╉╊を «『┿[]〈╁¨ 

¨〈『┿ ╇ ]｠′┿»
00.15 》/《 «╃¨╋, ╁ ╉¨〈¨[¨╋ ぅ 

╅╇╁〉»
01.55 ╃/《 «╋┿╋¨′〈｠ - 〈╇〈┿- 

′｠ ╊╄╃′╇╉¨╁¨╂¨ ‶╄- 
[╇¨╃┿»

02.40 ╃/《 «‶╄〈[ ‶╄[╁｠╈»

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

╉╊╇╋╇′¨╈»
11.00 ╋╄╊を′╇『┿
11.30, 14.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.50 «]〈[┿′┿ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ»
12.15 》/《 «╇ ╂[ぅ′〉╊ ╂[¨╋»
14.30 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈»
15.25 》/《 «╂¨′】╇╉»
17.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
17.55 《〉〈╀¨╊. ╀╊┿╂¨〈╁¨[╇- 

〈╄╊を′｠╈ ╋┿〈』 «‶¨╃ 
《╊┿╂¨╋ ╃¨╀[┿!»

20.00 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
20.30 《╇′┿′]╇]〈
21.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
21.30 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
22.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
22.35, 05.05 《¨[╋〉╊┿-1
01.15 «《〉〈╀¨╊.RU»
02.05 ╋¨〈¨]‶¨[〈
02.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
03.05 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

5.05 》/《 «╁┿[╄′を╉┿»
6.55 》/《 «╅╇╁╄〈 〈┿╉¨╈ ‶┿- 

[╄′を»
8.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
9.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
10.05 ]╉┿╆╉┿ «╁┿[╁┿[┿-╉[┿]┿, 

╃╊╇′′┿ぅ ╉¨]┿»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╅╄′╇〈を╀┿ ╀┿╊を╆┿-

╋╇′¨╁┿»
13.30 ╂┿╊┿-╉¨′『╄[〈 《╄]〈╇╁┿╊ぅ 

«‶╄]′╇  [¨]]╇╇»
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ 

╃¨╋»
16.10 [╄╆╄[╁
16.25 》/《 «╊╄【╇╈»
18.40 》/《 «╊╄【╇╈ -2»
21.00, 23.20 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.25 》/《 «]╁¨╈-』〉╅¨╈»
23.40 》/《 «╋｠ ╇╆ ╃╅┿╆┿»
01.20 》/《 «『╄╊〉ぃ〈]ぅ ╆¨[╇»
02.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
04.25 〈┿╈′｠ ′┿【╄╂¨ ╉╇′¨. 

«]╊〉╅╄╀′｠╈  [¨╋┿′»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30  ′┿[¨╃′┿ぅ  ╊¨〈╄[╄ぅ «╃¨-

]〈〉‶′¨╄ ╅╇╊を╄»
8.55 ╊¨〈¨ ]‶¨[〈 ]〉‶╄[
9.00 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.25 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.50 ╊¨〈╄[╄╇: «‶╄[╁┿ぅ ′┿『╇-

¨′┿╊を′┿ぅ», «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ╃/《 «╀¨╂┿〈｠╄ ╇ ¨╃╇-

′¨╉╇╄»
12.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》/《 «]╊┿╁┿»

02.40 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
03.15 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.15 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.10 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.25 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.30 》/《 «╀[┿〈をぅ ‶¨ ╉[¨╁╇»
7.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 》/《 «╀╄╊｠╄ ╁¨╊╉╇»
12.00 》/《 «]｠′¨╁をぅ ╀¨╊を- 

【¨╈ ╋╄╃╁╄╃╇『｠»
14.00 》/《 «〉╊を╆┿′┿»
15.50 》/《 «┿‶┿』╇»
17.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
17.55 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
18.25 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
18.40 ╁╄]〈╄[′ «』╇′╂┿』╂〉╉ 

╀¨╊を【¨╈ ╆╋╄╈»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁┿[╄′╇╉╇ ] 

╁╇【′╄╈»
22.40 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.10 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
23.25 》/《 «╁¨╅╃を  ╀╄╊¨╄ 

‶╄[¨»
01.25 》/《 «╀╄╊｠╄ ╁¨╊╉╇»
03.25 》/《 «]｠′¨╁をぅ ╀¨╊を- 

【¨╈ ╋╄╃╁╄╃╇『｠»
05.25 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁┿[╄′╇╉╇ ] 

╁╇【′╄╈»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿: 
«〈[╇ ╊╇『┿ ╉┿〈┿╊¨′╇╇», 
』┿]〈を 2-┿ぅ

5.30 〈/] «《╇[╋╄′′┿ぅ ╇]-
〈¨[╇ぅ»

9.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉┿╉ ╀｠ ′╄ 〈┿╉!»
11.15 ╇╂¨[を ╊╇《┿′¨╁, ╁╊┿╃╇-

╋╇[ 〈〉[』╇′]╉╇╈, ╁╇╉〈¨[ 
]〉》¨[〉╉¨╁ ╁ ╉¨╋╄╃╇╈-
′¨╋ ╀¨╄╁╇╉╄ «[〉]]╉╇╈ 
]‶╄『′┿╆»

13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 «[╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨- 

[╇╇»
14.40  〈/]  «]‶╄『′┿╆ ‶¨-

[〉]]╉╇ 2»
23.20 ‶╄〈[ ╉[┿]╇╊¨╁, ╊┿[╇]┿ 

〉╃¨╁╇』╄′╉¨ ╁ ╉¨╋╄╃╇╇ 
«¨〈╉〉╃┿ ╀╄[〉〈]ぅ ╃╄〈╇»

01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 
«《┿′〈┿╆╋ 2»

03.00 «‶¨╉╄[ ‶¨]╊╄ ‶¨╊〉-
′¨』╇»

03.50 〈/] «]〈〉╃╄′〈｠ - 2»

6.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╈ ]╄[╇┿╊
«]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╃╅〉╋┿′╃╅╇»
9.00 «╄[┿╊┿【»
9.25 ‶¨╊′¨╋╄〈[┿╅′｠╈ ┿′╇-

╋┿『╇¨′′｠╈ 《╇╊を╋ 
«╉┿[╊╇╉ ′¨]»

11.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
17.00  ‶¨╊′¨╋╄〈[┿╅′｠╈ 

┿′╇╋┿『╇¨′′｠╈ 《╇╊を╋ 
«〈┿』╉╇»

19.10 ╉¨╋╄╃╇ぅ «〉╉[¨】╄′╇╄ 
]〈[¨‶〈╇╁¨╂¨»

21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉-9. ]¨╀┿』をぅ 
[┿╀¨〈┿»

22.55 ‶]╇》¨╊¨╂╇』╄]╉╇╈
〈[╇╊╊╄[ «╇╂[┿»
01.20 ╀╇¨╂[┿《╇』╄]╉┿ぅ ╃[┿╋┿ 

«』┿‶╊╇′»
04.05 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
05.05 〈/] «》┿′′┿ ╋¨′〈┿′┿»
05.40 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.30, 6.40 «DE FACTO»
5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «¨╀[┿〈′┿ぅ  ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
6.55 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.00, 02.00 》/《 «′¨╁｠╄ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ′╄-

〉╊¨╁╇╋｠》»
11.20 «‶¨╉〉‶┿ぅ ‶[¨╁╄[ぅ╈!»
11.40 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.05 》/《 «]╁¨╈ ][╄╃╇ 』〉╅╇》, 』〉╅¨╈ ][╄╃╇ ]╁¨╇》»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
14.30 〈/] «┿╊╄╉]┿′╃[¨╁]╉╇╈ ]┿╃», 6 ]╄[╇ぅ
15.30 ‶[┿╆╃′╇』′｠╈ ╉¨′『╄[〈, ‶¨]╁ぅ】╄′′｠╈ 

╃′ぃ [¨]]╇╇
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «]╄╉[╄〈｠ ]〈[¨╈′¨]〈╇»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 》/《 «′¨╁｠╈ ‶┿[╄′を ╋¨╄╈ ╋┿╋｠»
20.30, 00.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
21.20 «[┿╆╀¨[ ‶¨╊╄〈¨╁»
21.50 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
22.25   «‶[¨╉〉[┿〈〉[┿. ′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.40, 04.55 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
00.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
03.20 》/《 «╋┿〈┿ 》┿[╇»
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2 èþíÿ
2011 ãîäà 13ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ ÈÞÍÜ
2 うのくは, つっすゃっさゅ

–
╁けいくっしっくうっ ╂けしこけょくっ. 
]ゃはすうすっかは ┿かっおしうは きうすさけこけかうすぇ ╋けしおけゃしおけゅけ

8.30 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは

3 うのくは, こはすくうちぇ
10.00

╋けかっぉっく し ぇおぇそうしすけき 
╁かぇょうきうさしおけえ うおけくっ ╀けあうっえ ╋ぇすっさう

16.00 ╁っつっさくは. 〉すさっくは

4 うのくは, しせぉぉけすぇ
9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ

5 うのくは, ゃけしおさっしっくぬっ 8.30 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
7 うのくは, ゃすけさくうお 10.00 ╋けかっぉっく し ぇおぇそうしすけき ╉さっしすうすっかの ╂けしこけょくの ╇けぇくくせ
10 うのくは, こはすくうちぇ 16.00 ╆ぇせこけおけえくぇは せすさっくは

11 うのくは, しせぉぉけすぇ
– 〈さけうちおぇは さけょうすっかぬしおぇは しせぉぉけすぇ
9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ

12 うのくは, ゃけしおさっしっくぬっ

– ╃っくぬ ]ゃはすけえ 〈さけうちに. ‶はすうょっしはすくうちぇ

8.30

╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは. ╁っかうおぇは ゃっつっさくは. 
‶け けおけくつぇくうう ╀けゅけしかせあっくうは しけゃっさてぇっすしは 
すさぇょうちうけくくにえ ╉さっしすくにえ たけょ こけ ゅけさけょせ

16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ

] 13 うのくは こけ 19 うのくは しこかけてくぇは くっょっかは – ゃ しさっょせ う こはすくうちせ こけしすぇ くっす

13 うのくは, こけくっょっかぬくうお
– ╃っくぬ ]ゃはすけゅけ ╃せたぇ
9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは

14 うのくは, ゃすけさくうお 10.00
╋けかっぉっく し ぇおぇそうしすけき 
しゃはすけきせ こさぇゃっょくけきせ ╇けぇくくせ ╉さけくてすぇょしおけきせ

17 うのくは, こはすくうちぇ 16.00 ╁っつっさくは. 〉すさっくは

18 うのくは, しせぉぉけすぇ
9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ

19 うのくは, ゃけしおさっしっくぬっ
– ╁しった しゃはすにた

8.30
╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは. 
╆ぇゅけゃっくぬっ くぇ ‶っすさけゃ こけしす

24 うのくは, こはすくうちぇ
10.00

╋けかっぉっく し ぇおぇそうしすけき 
うおけくっ ╀けあうっえ ╋ぇすっさう «╃けしすけえくけ っしすぬ»

16.00 ╁っつっさくは. 〉すさっくは

25 うのくは, しせぉぉけすぇ
9.00 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは
16.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ

26 うのくは, ゃけしおさっしっくぬっ
–

╁しった しゃはすにた, 
ゃ いっきかっ [けししうえしおけえ こさけしうはゃてうた

8.30 ╀けあっしすゃっくくぇは かうすせさゅうは

‶┿╋ぅ〈╇ 〈¨╁┿[╇】┿

ÑËÀÂÀ ÎÑÒÀÍÅÒÑß Ñ ÍÀÌÈ
╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁

╁ ╋╇′〉╁【╇╈ つっすゃっさゅ ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ こさけゃけょう-
かう ゃ こけしかっょくうえ こせすぬ ょけおすけさぇ そうかけしけそしおうた くぇせお, 

こさけそっししけさぇ ╁はつっしかぇゃぇ ╀けさうしけゃうつぇ ╅うすっくっゃぇ.  ′っ-
しおけかぬおけ ょくっえ くぇいぇょ, 20 きぇは, っきせ うしこけかくうかけしぬ 66 かっす.

╋っくは しせょぬ-
ぉぇ しゃっかぇ し 
くうき ゃ きけかけ-
ょけしすう. ‶けしかっ 
け お け く つ ぇ く う は 
ゃ 1969 ゅけょせ 
そ ぇ お せ か ぬ す っ す ぇ 
あせさくぇかうしすうおう  

〉さぇかぬしおけゅけ ゅけしせくうゃっさしうすっすぇ は せあっ ょゃぇ ゅけょぇ 
さぇぉけすぇか おけささっしこけくょっくすけき, いぇすっき けすゃっす-
しすゃっくくにき しっおさっすぇさひき ゅぇいっすに «╀っさひいけゃしおうえ 
さぇぉけつうえ», おけゅょぇ ゃ くぇてっえ さっょぇおちうう こけ-
はゃうかしは せかにぉつうゃにえ, し ぉけかぬてうきう ゅけかせぉにきう 
ゅかぇいぇきう, ょけぉさけょせてくにえ う しかけゃけけたけすかうゃにえ 
こさっょしすぇゃうすっかぬ こっさゃけゅけ ゃにこせしおぇ そうかけしけそ-
しおけゅけ そぇおせかぬすっすぇ  ゅけしせくうゃっさしうすっすぇ ]かぇゃぇ 
╅うすっくっゃ. ]おけさけ けく しすぇか かのぉうきちっき くっ すけかぬ-
おけ さっょぇおちうう, くけ う ぇここぇさぇすけゃ ゅけさおけきけゃ  こぇさ-
すうう う おけきしけきけかぇ, さぇしこけかぇゅぇゃてうたしは こけょ けょ-
くけえ おさにてっえ し さっょぇおちうっえ. ┿ せあっ つっさっい こぇさせ 
きっしはちっゃ ]かぇゃぇ ぉにか くぇ «おけさけすおけえ くけゅっ» し 
ぉけかぬてうくしすゃけき  ゅけさけょしおけゅけ おけきしけきけかぬしおけゅけ 
ぇおすうゃぇ. [ぇぉけすぇは おけささっしこけくょっくすけき けすょっ-
かぇ こさけきにてかっくくけしすう, けく こうしぇか け ゅけさくはおぇた 
う ねくっさゅけしすさけうすっかはた, け おけゃさけすおぇつうたぇた う 
すさぇおすけさけさっきけくすくうおぇた, け すけさそけょけぉにすつうおぇた 
う きっすぇかかせさゅぇた, ぇ すぇおあっ こけきけゅぇか きくっ ゃ ゃに-
こせしおっ きけかけょひあくけえ しすさぇくうちに «[けゃっしくうお».  
′ぇし けぉなっょうくはかう くっ すけかぬおけ ゃけいさぇしす, くけ う 
あういくっくくにえ けこにす: けぉぇ お きけきっくすせ こけしすせこかっ-
くうは ゃ せくうゃっさしうすっす うきっかう  せあっ こさうかうつくにえ  
すさせょけゃけえ しすぇあ, ぇ すぇおあっ ょうこかけきに けぉ けおけく-
つぇくうう すったくうおせきけゃ. ]かぇゃぇ, お しかけゃせ, うきっか ょう-
こかけき ねかっおすさけきったぇくうつっしおけゅけ すったくうおせきぇ, ぇ 
っゅけ すさせょけゃぇは ぉうけゅさぇそうは くぇつぇかぇしぬ ゃ 16-かっす-

くっき ゃけいさぇしすっ し せつっくうおぇ しかっしぇさは-しぉけさとうおぇ 
くぇ いぇゃけょっ «〉さぇかねかっおすさけすはあきぇて»,  お 18 
ゅけょぇき けく せあっ ゃにさけし ょけ うくあっくっさぇ-うしこにすぇ-
すっかは. ぁくっさゅうつくけゅけ, うくうちうぇすうゃくけゅけ, し けぉとっ-
しすゃっくくけえ あうかおけえ しこっちうぇかうしすぇ いぇきっすうかう 
さけゃっしくうおう, ういぉさぇかう っゅけ しっおさっすぇさひき いぇ-
ゃけょしおけゅけ おけきうすっすぇ おけきしけきけかぇ, おけきぇくょうさけき  
けこっさぇすうゃくけゅけ おけきしけきけかぬしおけゅけ けすさはょぇ. 〈ぇお 
つすけ ゃ あせさくぇかうしすうおせ けく こさうてひか ゃっしぬきぇ こけょ-
ゅけすけゃかっくくにき,  お すけきせ あっ ゃかぇょっか けぉさぇいくにき 
きにてかっくうっき  う ゅさぇきけすくけえ, ゃにさぇいうすっかぬくけえ 
こうしぬきっくくけえ さっつぬの.

¨おけかけ ゅけょぇ ╁はつっしかぇゃ ╅うすっくっゃ こさけさぇぉけ-
すぇか ゃ «╀っさひいけゃしおけき さぇぉけつっき», くけ いぇこけき-
くうかしは しけすくはき ぉっさっいけゃつぇく, けしすぇゃうか ょけぉさにえ 
しかっょ ゃ うしすけさうう ゅぇいっすに. ╉けくっつくけ, う ゅけさけょ 
くぇて, う ゅぇいっすぇ しけしすぇゃうかう しゃっすかせの, こかけょけす-
ゃけさくせの う さぇょけしすくせの ゃったせ ゃ あういくう ねすけゅけ つっ-
かけゃっおぇ. ¨す くぇし けく ぉにか こさういゃぇく  くぇ ゃけっくくせの 
しかせあぉせ, おけすけさせの こさけたけょうか ゃ さっょぇおちうう ょう-
ゃういうけくくけえ ゅぇいっすに ゃくせすさっくくうた ゃけえしお ╋╁╃, 
けすおせょぇ ぉにか けすおけきぇくょうさけゃぇく ゃ ′けゃけしうぉうさ-
しおけっ ゃにしてっっ ゃけっくくけ-おけきぇくょくけっ せつうかうとっ 
すけゅけ あっ ゃっょけきしすゃぇ, ゅょっ う くぇつぇかぇしぬ っゅけ 
こさっこけょぇゃぇすっかぬしおぇは ょっはすっかぬくけしすぬ. ╆ょっしぬ けく 
いぇとうすうか おぇくょうょぇすしおせの ょうししっさすぇちうの, う こけ-
ゃすけさうか こせすぬ しゃけっゅけ けすちぇ-ゃけっくくけしかせあぇとっゅけ 
ょけ いゃぇくうは  こけょこけかおけゃくうおぇ.

 ╁ ]ゃっさょかけゃしお ╁はつっしかぇゃ ╀けさうしけゃうつ ゃっさ-
くせかしは  くぇ ゅさっぉくっ こっさっしすさけえおう, ゃ 1988 ゅけょせ, 
こさうくはか せつぇしすうっ ゃ しすぇくけゃかっくうう くけゃけゅけ ╇く-
しすうすせすぇ そうかけしけそうう う こさぇゃぇ 〉さぇかぬしおけゅけ けす-
ょっかっくうは ┿おぇょっきうう くぇせお.   ╆ぇゃっょけゃぇか おぇそっ-
ょさけえ こけかうすうつっしおけゅけ きっくっょあきっくすぇ ゃ さけょくけき 
ゅけしせくうゃっさしうすっすっ, いょっしぬ ゃ 1991 ゅけょせ いぇとうすうか 

ょけおすけさしおせの ょうししっさすぇちうの. ] 1995 ゅけょぇ さぇぉけ-
すぇか ゃ 〉さぇかぬしおけえ ぇおぇょっきうう ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 
しかせあぉに,  ゅょっ ぉにか こさけさっおすけさけき こけ くぇせつ-
くけえ さぇぉけすっ, ょうさっおすけさけき くぇせつくけ-うししかっょけ-
ゃぇすっかぬしおけゅけ うくしすうすせすぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
せこさぇゃかっくうは. ╁ こけしかっょくうっ ゅけょに  ╁はつっしかぇゃ 
╀けさうしけゃうつ すさせょうかしは いぇきっしすうすっかっき ょうさっお-
すけさぇ ╇くしすうすせすぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ う きせくうちう-
こぇかぬくけゅけ せこさぇゃかっくうは  〉さぇかぬしおけゅけ ゅけしせょぇさ-
しすゃっくくけゅけ ねおけくけきうつっしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ. 
′ぇ こさけすはあっくうう  こけつすう つっすにさひた ょっしはすおけゃ 
かっす けく しけゃきっとぇか こさっこけょぇゃぇすっかぬしおせの う くぇ-
せつくせの ょっはすっかぬくけしすぬ. ¨く ぇゃすけさ くっしおけかぬおうた 
きけくけゅさぇそうえ う ぉけかっっ 200 くぇせつくにた う くぇせつ-
くけ-きっすけょうつっしおうた こせぉかうおぇちうえ, ゃ すけき つうしかっ 
きけくけゅさぇそうえ «¨ぉとっしすゃっくくけっ きくっくうっ ゃ しけちう-
ぇかぬくけき せこさぇゃかっくうう»,  «ぁそそっおすうゃくにっ ういぉう-
さぇすっかぬくにっ すったくけかけゅうう»,  «ぅきぇか くぇ させぉっあっ 
ゃっおけゃ: さっそけさきに ゃ いっさおぇかっ けぉとっしすゃっくくけゅけ 
きくっくうは», «╋ぇそうは ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ» う ょさ.  
╁こっさゃにっ ゃ しすさぇくっ けく さぇいさぇぉけすぇか けさうゅうくぇかぬ-
くせの きっすけょけかけゅうの う きっすけょうおせ ういきっさっくうは 
しけちうぇかぬくけえ くぇこさはあひくくけしすう う ゃくっょさうか っひ ゃ 
こさぇおすうおせ せこさぇゃかっくうは ぅきぇかけ-′っくっちおうき ぇゃ-
すけくけきくにき けおさせゅけき.

╁ くぇせつくけき しけけぉとっしすゃっ しすさぇくに ╁.╀. ╅う-
すっくっゃ  こさういくぇく ぇゃすけさうすっすくにき さけししうえしおうき 
せつひくにき – しけちうけかけゅけき, こけかうすけかけゅけき. ╁にしけお 
っゅけ ぇゃすけさうすっす う おぇお こせぉかうちうしすぇ. ┿ おけゅょぇ 
きに おぇしぇかうしぬ ねすけえ すっきに, ]かぇゃぇ ゃしっゅょぇ し 
ぉかぇゅけょぇさくけしすぬの ゃしこけきうくぇか くぇて ゅけさけょ う 
ゅぇいっすせ «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ»: すけす ゅけょ 
しけゃきっしすくけえ  さぇぉけすに しさけょくうか くぇし くぇ ゃしの 
あういくぬ. 〈ぇおうっ かのょう, おぇおうき ぉにか ]かぇゃぇ ╅う-
すっくっゃ, ょぇあっ こけしかっ そういうつっしおけえ しきっさすう  
こさけょけかあぇのす あうすぬ ゃ ょせたけゃくけえ しそっさっ けぉ-
とっしすゃぇ, くぇゃしっゅょぇ けしすぇのすしは ゃ こぇきはすう すった, 
し おっき こっさっしっおかぇしぬ うた しせょぬぉぇ. ‶さぇゃょぇ, ねすぇ 
ぇおしうけきぇ  くっ せすってぇっす…

╃せきぇ ╀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 
ういゃっとぇっす け こさけゃっょっくうう こさうひきけゃ 

ういぉうさぇすっかっえ ゃ けおさせゅぇた 
7 うのくは 2011 ゅけょぇ し 16 ょけ 18 つぇしけゃ.
‶さうひきに ゃっょせす:
– ゃ 『っくすさぇかぬくけえ ゅけさけょしおけえ ぉうぉかうけすっおっ 

(せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 7) – ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬ-
くけきせ けおさせゅせ わ1 』っすゃっさうおけゃ ′うおけかぇえ ╂っさきぇ-
ゅっくけゃうつ, ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ 
わ3 ┿さすっきぬっゃぇ 〈ぇすぬはくぇ ╀けさうしけゃくぇ;

– ゃ ╋¨〉 «╂うきくぇいうは わ5» (せか. ╉けしにた, 3) – 
ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ2 ぅさっ-
きっくおけ ╇さうくぇ  ╊っけくうょけゃくぇ;

– ゃ ╀うぉかうけすっおっ しっきっえくけゅけ つすっくうは (せか. 
╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7) – ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇ-
すっかぬくけきせ けおさせゅせ わ4 ╉けいかけゃぇ ╇さうくぇ ╁かぇょう-
きうさけゃくぇ;

– ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» (ゃ こけきっとっくうう 
ぉうぉかうけすっおう) – ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ 
けおさせゅせ わ4 ‶っしすけゃ ′うおけかぇえ ╁かぇょうきうさけゃうつ, 
ょっこせすぇす こけ  ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ5 ]すぇ-
しうゃ ╁うおすけさ ′うおけかぇっゃうつ;

– ゃ いょぇくうう ぇょきうくうしすさぇちうう こ. ╋けくっすくにえ 
(こ. ╋けくっすくにえ, せか. ]ゃけぉけょに, 1╀) – ょっこせすぇす こけ 
ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ6 ぃあぇおけゃ  ┿くょさっえ 
┿くぇすけかぬっゃうつ; 

– ゃ いょぇくうう ┿ょきうくうしすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ (せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 
わ207, すっか. 4-39-01) – こさっょしっょぇすっかぬ ╃せきに 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ╂けゃけさせたぇ 
╄ゃゅっくうえ ]すぇくうしかぇゃけゃうつ.

┿╉『╇ぅ
╉せかぬすせさくにえ ちっくすさ «]けかょぇすに [けししうう» (╄おぇすっ-

さうくぉせさゅ) くぇつうくぇっす ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくせの ぇおちうの 
こけ しぉけさせ しさっょしすゃ くぇ ういょぇくうっ しぉけさくうおぇ ょけおせきっく-
すぇかぬくにた こけゃっしすっえ ′うおけかぇは ]すさせすうくしおけゅけ, ょさせゅぇ 
う しけさぇすくうおぇ さぇいゃっょつうおぇ ′うおけかぇは ╉せいくっちけゃぇ.  

╇いょぇくうっ おくうゅう – くっおけききっさつっしおうえ こさけっおす. ╁ 
おくうあくにた きぇゅぇいうくぇた しぉけさくうお こけゃっしすっえ ′. ]すさせ-
すうくしおけゅけ こさけょぇゃぇすぬしは くっ ぉせょっす. ╉くうゅう こけえょせす 
ゃ ぉうぉかうけすっおう, ておけかに う ょさせゅうっ  けさゅぇくういぇちうう.  

╉けくすぇおすに ょかは こけょさけぉくけえ うくそけさきぇちうう: 
╇いょぇすっかぬしすゃけ 〉さぇかぬしおけゅけ せくうゃっさしうすっすぇ –  す. 

371-54-48, ょうさっおすけさ ┿かっおしっえ ╁ぇしうかぬっゃうつ ‶けょ-
つうくひくけゃ, っ-mail: Alex.Podchinenov@usu.ru.

]¨『╇A╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

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



Р
Е
К
Л
А
М
А



╁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.

╁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. ╃うしこっすつっさ. 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.

[ぇいくけさぇぉけつうっ. 8-902-87-99-331.

╋ぇてうくうしす ねおしおぇゃぇすけさけゃ "〈ぇ-

ゅうか", "╀っかぇさせしぬ", ぇゃすけしかっしぇさぬ 

こけ さっきけくすせ しこっちすったくうおう. ╁けょう-
すっかぬ  おぇす. "]". 8-902-25-73-049.

′ぇ こさ-ゃけ: けこっさぇすけさ ねおしすさせょっさぇ 
(きせあ.), あっかぇすっかっく けこにす さぇぉけすに くぇ 
こさ-ゃっ, おけくすさけかっさ ¨〈╉ (あっく., ぉっい 
ゃ/こ). ╂さぇそうお さぇぉけすに しおけかぬいはとうえ, 
けぉせつっくうっ くぇ きっしすっ. 4-77-66, 4-96-62.

]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.

¨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.

【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.

╁けしこうすぇすっかぬ ゃ きうくう-しぇょうお. 
8-922-15-09-135.

[ぇぉけつうっ くぇ おかぇょぉうとっ. 8-922-

15-12-760.

╋けえとうちぇ こけしせょに. 8-950-19-45-348.

[っぇかういぇすけさ きけさけあっくけゅけ. 8-950-

19-45-348.

┿ょきうくうしすさぇすけさ ゃ しぇかけく おさぇしけ-
すに, 2/2. 8-961-77-00-049.

[ぇぉけすくうお こけ さっきけくすせ きけすけちう-
おかけゃ, しおせすっさけゃ. ╁にしけおぇは い/こ. ╁けい-
きけあくけ けぉせつっくうっ. 8-902-87-38-238.

‶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" すさっぉせのすしは: ゃけょう-
すっかぬ, しすけさけあ. 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.

[╄╉╊┿╋┿

╁けょうすっかぬ し か/ぇ ゃ ゅさせいけゃけえ ぇゃすけ-

しっさゃうし. (343) 344-18-18.

¨¨¨ ′‶‶ "╂ぇききぇきっす" すさっぉせのすしは: 
くぇきけすつうお おぇすせてっお, くぇゃうゃとうお 
きぇゅくうすけこさけゃけょけゃ. ╋せあつうくに けす 
22 ょけ 35 かっす, けぉせつっくうっ くぇ さぇぉけ-

つっき きっしすっ. 4-68-00.
[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
╉けきくぇすせ, ′╀‶. 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

╉けきくぇすせ ゃ おけすすっょあっ. 8-922-13-16-048.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╉ゃぇさすうさに こけしせすけつくけ, こけ つぇしぇき. 
8-961-76-64-031.

[╄╉╊┿╋┿

‶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.

[╄╉╊┿╋┿

〈けさゅけゃけ-けそうしくけっ こけきっとっくうっ, 
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", せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 
2╃. 8-902-25-37-331.

[╄╉╊┿╋┿

¨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.

[╄╉╊┿╋┿

¨そうしに ゃ ぇさっくょせ. 8-922-10-49-103.
[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
╉けきくぇすせ. 8-922-12-94-811.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
2-おけきく. おゃ. 8-911-45-57-606.

[╄╉╊┿╋┿

3-おけきく. おゃ., ′╀‶, 62/45/6, 
しけぉしす., 2/5. 8-922-02-50-009.

[╄╉╊┿╋┿

╃けき, こ. ╊せぉはくけえ, 13 しけす., ゅぇさぇあ, 
ぉぇくは. 8-912-24-00-929.

[╄╉╊┿╋┿

╃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.

[╄╉╊┿╋┿

〉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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

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.
[╄╉╊┿╋┿

]させぉに: 3た2,7; 3た3; 4た3; 5た3; 6た6. 
╃さけゃぇ. 8-953-38-94-611.

[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ, 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.

[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

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

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
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8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

[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.
[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ, 5 す. 8-904-98-96-683.
[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-950-20-32-424.
[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお «╀っかぇ-
させしぬ», くっょけさけゅけ. 8-922-14-21-422.

[╄╉╊┿╋┿

┿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.

[╄╉╊┿╋┿

╁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.), 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.

[╄╉╊┿╋┿

‶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.

[╄╉╊┿╋┿

‶けさけしはすぇ, うくょのおう, ゅせしう. 
8-904-98-73-636.

[╄╉╊┿╋┿

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.
[╄╉╊┿╋┿

╁けょうすっかぬ おぇす. "╁", "]", "╄", ゃけい-
きけあくけ くぇ か/ぇ. ]すぇあ 30 かっす. 8-922-
11-60-355.

′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

2 èþíÿ
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

╇とせ さぇぉけすせ

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. ‶うかけきぇすっさうぇか. ╁ぇ-
ゅけくおぇ. 8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

╃さけゃぇ. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-145.
[╄╉╊┿╋┿

〈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, 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.

[╄╉╊┿╋┿

¨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.

[╄╉╊┿╋┿

╄きおけしすう, 1 き3 ゃ きっすぇかかうつ. けぉさっ-

てっすおっ (っゃさけおせぉ). 『. 6 す.さ. – てす. 
8-904-38-32-525.

[╄╉╊┿╋┿

╃けきぇてくうえ おうくけすっぇすさ "Panasonic". 
8-909-00-79-959.

[╄╉╊┿╋┿

》けかけょうかぬくうお "ぃさのいぇくぬ", ぉ/せ 
ゃ さぇぉ. しけしす., 1 す.さ., しぇきけゃにゃけい. 
8-912-24-68-938.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

╄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
╁┿╆-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.

[╄╉╊┿╋┿

╁┿╆ 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 ‶ぇさすくっさ, せくうゃっさしぇか, 
2001 ゅ.ゃ. うかう ╃ねせ ╋ぇすうい, 2007 

ゅ.ゃ. 8-912-23-77-129.
[╄╉╊┿╋┿

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
┿ゃすけておけかぇ "[けししう" こさけういゃけ-
ょうす くぇぉけさ こけ こけょゅけすけゃおっ ゃけょうすっ-

かっえ おぇす. "╁". ]すけうきけしすぬ けぉせつっくうは 
19 す.さ., ゃ せょけぉくけっ ょかは ゃぇし ゃさっきは. 
[ぇししさけつおぇ. 〉か. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, 
4┿, 269-33-33, 8-950-65-69-913.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

]こっちすったくうおぇ

‶さけょせおすに こうすぇくうは
ÏÐÎÄÀÌ

╆っさくけ, こてっくうちぇ. 8-908-63-04-710.
[╄╉╊┿╋┿

〈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.

[╄╉╊┿╋┿

¨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 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.

[╄╉╊┿╋┿

╀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.

[╄╉╊┿╋┿

╁けょけこさけゃけょ. 8-953-60-12-509.
[╄╉╊┿╋┿

‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.
[╄╉╊┿╋┿

]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.
[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

╉けしうき すさぇゃせ. 8-952-73-72-014.
[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

╁ぇおぇくしうう
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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

[╄
╉╊

┿╋
┿

┦ ┿ ┦ ┲ ┫  ┰ ┷ ┵ ┲ ┴ ┤

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┒─┍┏┘┇┕〞 

• ┍┎┄┏〞┑┍┏
• ┌〞┊〞┃┖┇┉ ┍─┍┏┒┃┍━〞┌┇┞
• ┏〞─┍┑┌┇┉┇ ━ ┉┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ (┅┄┌.)

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328
╇ ╅╇【《【『╅〉』》《『【〉ぉ‶ を╊｠ 【『╊╆】ょ【』っ:
• ╇そおけてかしへ あうてそすそいけしみ, £íÖ　ö▲ú Öí öëíÖïäÜëöóëÜçíÖóó ÇÜëÖÜú 
½íïï▲ ç öñêÖÜ¿ÜÇóôñï¡Ü½ äëÜîñïïñ 6 ëí£ë　Ñí (çÜÑóöñ¿á ゐぎずんげ), 
£íëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 18 000 ÑÜ 29 000 ëÜß.
• 〈あのけせけつて いとしへおそくかちあ 5 ちあくちみおあ, £íëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 16 
000 ÑÜ 25 500 ëÜß.
• 』しかつあちへ たそ ちかすそせてと あうてそすそいけしかこ 5 ちあくちみおあ (íçöÜöëí¡-

öÜëÖÜú öñêÖó¡ó), £íëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 10 000 ÑÜ 15 000 ëÜß.
• 〈あのけせけつて さちあせあ あうてそすそいけしへせそえそ (Üä▲ö ëíßÜö▲ Öñ ½ñÖññ 5 ¿ñö), 
£íëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 18 000 ëÜß.
• ╇そおけてかしへ あうてそすそいけしみ (あうてそいとつあ), £íëíßÜöÖí　 ä¿íöí 15 000 ëÜß.
• 〈かにあせけさ, £íëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 15 000 ÑÜ 22 500 ëÜß.

╇ 『╊〈《〉【〉《-〈╊｠╅〉¨ぁ╊』[¨‶ を╊｠ 【『╊╆】╊【』っ:
• 【そさあちへ 4-6 ちあくちみおあ, £íëíßÜöÖí　 ä¿íöí Üö 12 000 ÑÜ 18 000 ëÜß.
ダ━┐─┙─┒├┑┟ ┏┎ ─┄┐┅┑┓: 
ヅ━┄┏┃┊┍━┐┉〞┞ ┍─┊〞┐┑┛, ヂ┄┅┄━┐┉┍┈ ┏〞┈┍┌, 69 ┉┋ 〞━┑┍┃┍┏┍│┇ 
ガ┉〞┑┄┏┇┌─┒┏│-ヱ┊〞┎〞┄━┐┉
ダ━┐─┙─┒├┑┟ ┏┎ ┒┅┋┅└┎┍─┌:
8-902-25-42-251 ダ┏┇┄┋┌〞┞
8-922-13-80-447 ゼ〞┖〞┊┛┌┇┉ 〞━┑┍┑┏〞┌┐┎┍┏┑┌┍│┍ ┕┄└〞 ザ┍┏┉┍┃┇┌┍━ 
ヱ┌┃┏┄┈ ケ┄┌┌〞┃┛┄━┇┖
8-912-25-40-352 ゼ〞┖〞┊┛┌┇┉ ┏┄┋┍┌┑┌┍-┋┄└〞┌┇┖┄┐┉┍│┍ ┕┄└〞 デ┇┑┍━ 
カ┊〞┃┇┋┇┏ カ〞┐┇┊┛┄━┇┖

┶》╉╅【╉』『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

〈さっぉせっすしは
〈¨[╂¨╁｠╈ 

‶[╄╃]〈┿╁╇〈╄╊を 
くぇ たけい. すけゃぇさに 
(ゃけいさぇしす けす 23, ぇ/き, 

けこにす さぇぉけすに)
8-922-60-29-777

[╄
╉╊

┿╋
┿

【『╊╆】╊【』っ 
》╊[╅『ゃ-[《〉╉¨【╊『

8-912-24-83-669

[╄
╉╊

┿╋
┿

ザゾゼデヂゾジガヂヱ-ザヱヅヅゲヂヱ
┎━┐─┇┎│─┍┈┅ │┛┑┘┅┅ (┝┊┎┍┎┌┈┗┅┑┊┎┅), ┎┏┛┒ ┐─━┎┒┛ 

┆┅┋─┒┅┋┅┍, ┓│┅┐┅┍┍┛┉ ┏┎┋├┇┎│─┒┅┋├ ヂジ

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ 4-64-32
うかう こけ ぇょさっしせ せか. ]すさけうすっかっえ, 4

ゼ┛ ┏┐┅┄┋─┃─┅┌:
- ┄┎┑┒┎┉┍┓┞ ┈ ┑┒─━┈┋├┍┓┞ ┇─┐─━┎┒┍┓┞ ┏┋─┒┓;
- ┎━┓┗┅┍┈┅;
- ┐─━┎┒┓ │ ┏┐┎└┅┑┑┈┎┍─┋├┍┎┌, ┌┎┋┎┄┎┌ ┈ ┈┍┒┅┐┅┑┍┎┌ ┊┎┋┋┅┊┒┈│┅!

ヂ┐┈┃┋─┘─┅┌ ┞┍┎┘┅┉ ┈ ┄┅│┓┘┅┊!
ヂ┐┅┄┎┑┒─│┋┟┅┌ │┎┇┌┎┆┍┎┑┒├ ┏┐┎┕┎┆┄┅┍┈┟ ┏┐┎┈┇│┎┄┑┒│┅┍┍┎┉ 

┈ ┏┐┅┄┄┈┏┋┎┌┍┎┉ ┏┐─┊┒┈┊┈ ┑┒┓┄┅┍┒─┌ 
┝┊┎┍┎┌┈┗┅┑┊┈┕ ━─┍┊┎│┑┊┈┕ ┑┏┅┖┈─┋├┍┎┑┒┅┉.

ヮ┄┏┄┆┍━┐┉┍┄ ┍┑┃┄┊┄┌┇┄ ヅ─┄┏─〞┌┉〞 ヂ┍┐┐┇┇ 
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒:

〈[╄╀〉╄〈]ぅ
ゅさせいつうお-

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

╆┿¨ "〉╉ "╂けさ]ゃっす"
〈さっぉせっすしは くぇ 

こけしすけはくくせの さぇぉけすせ

うそおけてかしへ 
せあ すとつそちそうそく
╂さぇそうお さぇぉけすに: ょゃぇ つっさっい ょゃぇ ょくは

4-51-28

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

ケ┏┒┆┍━┍┋┒ 〞━┑┍┐┄┏━┇┐┒ ┄━┏┍┎┄┈┐┉┇└ ┋〞┏┍┉ 
〞/┋ ┌〞 ┎┍┐┑┍┞┌┌┒┝ ┏〞─┍┑┒ ┑┏┄─┒┝┑┐┞:
ズ ぇゃすけしかっしぇさぬ 
ズ きけすけさうしす 
ズ ぇゅさっゅぇすつうお

ズ こくっゃきぇすうお
ズ しゃぇさとうお
ズ すけおぇさぬ

ズ きっくっょあっさ けすょっかぇ いぇこつぇしすっえ

┒┅┋. 344-18-18 [╄
╉╊

┿╋
┿

[╄╉╊┿╋┿

╆┿¨ "〉╉ "╂けさ]ゃっす"
〈さっぉせのすしは くぇ 

こけしすけはくくせの さぇぉけすせ

おうそちせけさけ, 
う てそす ねけつしか せあ 
ねあつてせふこ つかさてそち

4-51-28

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

╂╉ "《かぇゅきぇく" 
‶[╇╂╊┿【┿╄〈 
′┿ [┿╀¨〈〉:

ズ こさけょぇゃちけゃ-おぇししうさけゃ
ズ ゅさせいつうおぇ 
(くぇ ちっくすさぇかぬくにえ しおかぇょ)

こさっょけしすぇゃかはっすしは けぉとっあうすうっ

8-912-24-83-669
[╄╉╊┿╋┿

"╆┿¨ "┿しぉっしすけゃしおうえ いぇゃけょ きっすぇかかけおけくしすさせおちうえ"

][¨』′¨ 〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ:
しかっしぇさぬ こけ しぉけさおっ きっすぇかかけおけくしすさせおちうえ 

(4-5 さぇいさはょ);
ねかっおすさけしゃぇさとうお させつくけえ しゃぇさおう 

(4-5 さぇいさはょ).
╆ぇさぇぉけすくぇは こかぇすぇ 25000-35000 させぉ.
¨ぉさぇとぇすぬしは ゃ けすょっか おぇょさけゃ こけ すっかっそけくせ

(34365) 4-22-43
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äÜÑÇÜöÜç¡í çÜÑóöñ¿ñú
äëóÇ¿íüíñö 
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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
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╋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 66233 〈うさぇあ 3620. ̈ 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. 
¨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.

‶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
[╄╉╊┿╋┿
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 ¡Üë-ÖñïÜüñ¡, ½Ü¿ÜÑÜ¡, 
ßëÜú¿ñëÖ▲ê î▲ä¿　ö, 

Üö　ö, ÇÜï　ö

5 ó 12 ó0Ö　 ïÜïöÜóöï　 äëÜÑí¢í

ï 10.00 ÑÜ 12.00

』ぇしに さぇぉけすに:

‶′-‶〈
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し 9 ょけ 20 つ.

し 10 ょけ 17 つ.

- でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 2,5 ½ñï　îí
- がÜïöÜäÖ▲ñ îñÖ▲ – 18 ö.ë.
- ぢÜ~öíäÖí　 Üä¿íöí, ëíïïëÜô¡í ä¿íöñ¢í
- でçÜ　 ä¿ÜàíÑ¡í ÜôñßÖÜú ñ£Ñ▲
- だßÜôñÖóñ çÜ¢ÑñÖó0 ç ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 ゑんで çëñ½　
- ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ ¡í¢ÑÜ½Ü ÜßÜôíñ½Ü½Ü
- ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 óÖÑóçóÑÜí¿áÖí　 äÜÑÇÜöÜç¡í

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ
8-902-26-24-513

Ü¿. ごïí¡Üçí, 1
づぎとずんぜん

‶さけゃけょうき くぇぉけさ くぇ おせさしに こけょゅけすけゃおう ゃけょうすっかっえ おぇすっゅけさうう «╁» 
(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ)

!

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíî÷êà 
～☆§●◎°§◎％§☆″° 

》○％↑ …％＆☆＊°＄″％△°
ñ þáèëååì!

♂Ｕ０ＸＦ１Ｓ ＷＳ８ＱＳＧが ｉＺＳ Ｚｍ ＡＸＺｎ ｂ Ｑ０Ｘが
％ＺＳ ３Ｆ８ＦＰ Ｆ ＸＮｍｊＦＰ ＺＡ１ｒ Ｌ０Ｄ８ｍＧ ｉ０Ｘく

」０ ８Ｓ１Ｗｂｑ ８ｂｊｂ Ｆ ＺＡＵＮＳＡ ＸＮＳ３Ｓが
」８ＳＷＳ３ｎｒが ｂＸＵＡｆＳ３が Ｘｉ０ＸＺｎｒ ３ ＸＡＰｎＡぁ

Ìàìà

╃けゃっいっき たけさけてけ, 
しょっかぇっき ょけしすぇゃおせ 

けす 150 させぉ.
〉しかせゅぇ «ぇゃすけこうかけす»
8-953-00-81-026

8-953-00-92-848
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〈¨╊を╉¨ ¨╃╇′ ╃╄′を!
14 うのくは し 9.00, ╃ゃけさっち きけかけょっあう, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 7

′けゃっえてぇは おけきこぬのすっさくぇは ょうぇゅくけしすうおぇ 
しけしすけはくうは いょけさけゃぬは ゃしっゅけ けさゅぇくういきぇ いぇ 1 つぇし.  

『っくぇ ょかは さぇぉけすぇのとうた – 2000 させぉ., 
ょかは ょっすっえ う こっくしうけくっさけゃ – 1500 させぉ.

┫╄]╉〈ょ╉』 《〉『╉ぃ╉〈′╉ 《》╄‶』′を╉『‶′ ╆『╉‒ 『《╉｠′╄[′『』〉╆ ┨′╄╇〈〉『』′を╉『‶〉╇〉 ｠╉〈』》╄.
┰╉』〉╈ 〉╅『[╉╈〉╆╄〈′ょ ╅╉╋〉《╄『╉〈, 【╈〉╅╉〈, ╅╉╋╅〉[╉╋〈╉〈〈ぇ¨ ╈[ょ [ゅ╅〉╇〉 ╆〉╋》╄『』╄.

* ′ぇ きけくうすけさっ おけきこぬのすっさぇ きけあくけ せゃうょっすぬ けさゅぇくに, すおぇくう う おかっすおう つっかけゃっおぇ, 
ぇ ゅかぇゃくけっ – ゃにはゃうすぬ うくょうゃうょせぇかぬくせの こさっょさぇしこけかけあっくくけしすぬ こぇちうっくすぇ お しぇきにき 
しっさぬっいくにき いぇぉけかっゃぇくうはき.
* 〉しすぇくけゃかっくうっ すけつくけゅけ ょうぇゅくけいぇ, すけつくぇは けちっくおぇ そせくおちうう ねくょけおさうくくにた あっ-

かっい: とうすけゃうょくけえ あっかっいに, くぇょこけつっつくうおけゃ, ゅうこけそういぇ, こけょあっかせょけつくけえ あっかっいに 
う ょさ.
* ╁にはゃかっくうっ きうおさけぉけゃ う ゅかうしすくにた うくゃぇいうえ (たかぇきうょうう, しすぇそうかけおけおおう, きうおけ-

こかぇいきに, すさうたけきけくぇょに, かはきぉかうう, ぇしおぇさうょに う ょさ.).
* ╁にはゃかっくうっ ぇかかっさゅっくけゃ.
* ‶さけゃっょっくうっ うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ おけきこぬのすっさくけゅけ こけょぉけさぇ う くぇいくぇつっくうっ くけゃっえ-

てうた ゃにしけおけねそそっおすうゃくにた そうすけこさっこぇさぇすけゃ くけゃけゅけ こけおけかっくうは, さっおけきっくょけゃぇくくにた 
╋うくいょさぇゃけき.

╁っょっくうっ こぇちうっくすぇ ょけ ゃにいょけさけゃかっくうは
╆ぇこうしぬ こけ すっかっそけくせ: 8-963-03-38-123
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でñëöóâó¡íö ヽ 6848229 Üö 12.12.2005 ÇÜÑí.
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〈╂ "‶ぇかかぇょぇ"
せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 14
すっか. 8-912-27-86-624
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ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

6 èþíÿ ñ 9.00 äî 18.00 
â ÄÊ "Ñîâðåìåííèê"
”》‖〉┸ ‥’〆〃…‐〃┸ 々（〃‖〉 ｠

″●⊂ ★☆ ばの ○◇′┻
[╄╉╊┿╋┿

ヂ┐┅┄┏┐┈┟┒┈┅ ┑┄─┅┒ │ ─┐┅┍┄┓ 
┏┐┎┈┇│┎┄┑┒│┅┍┍┛┅ (┑┊┋─┄┑┊┈┅) 

┎┒─┏┋┈│─┅┌┛┅ ┏┎┌┅┙┅┍┈┟, 400 ┌2.

4-95-25
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》けつせ ゃにさぇいうすぬ ゅかせぉけおせの 
ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ おけかかっおすうゃせ 

ておけかに わ30, こっょぇゅけゅぇき, せつっくうおぇき, 
ゃしっき あうすっかはき こけしっかおぇ ]ぇさぇこせかおぇ 
いぇ けおぇいぇくくせの こけきけとぬ こさう こけあぇさっ, 

ぇ すぇおあっ いぇ きぇすっさうぇかぬくせの 
こけきけとぬ. 〈ぇおあっ おけかかっおすうゃせ 

こさっょこさうくうきぇすっかっえ ╀っさっいけゃしおけゅけ 
さにくおぇ いぇ けおぇいぇくくせの こけきけとぬ 

こけ しぉけさせ ゃっとっえ.

] ぉけかぬてうき せゃぇあっくうっき お ゃぇき, ╂っさきぇくけゃ ╋.《.

Îòêðûëàñü ñòîëîâàÿ!
バ┋. ジ┈┐┎│─, 63 
(ジ┎│┐┎│─┟ └─━┐┈┊─)

ヂ┐┈┍┈┌─┞┒┑┟ ┇─┊─┇┛ ┍─ 
┎━┑┋┓┆┈│─┍┈┅, ┍─ │┛┇┎│.
8-965-50-10-765
Òðåáóþòñÿ ïîâàðà.
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★○＄￥＊°℃°＄◎ ￥＄◎↑＠ ％ ★☆￥○☆●◎＆°＠ ″※＄£￥§※＄ ★○☆＄＆◎※ 

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

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

“ げ ％←＊↑ ‒ ”◇○■％↑
“ ぐし ％←＊↑ ‒ 〃￥＊＄○

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

www.veter-peremen.ru
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