
‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ

╁けしおさっしっくぬっ, 5 うのくは
¨ぉかぇつくけ, くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 

ょくひき +17 +19, くけつぬの +14 +16
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 2-3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 726 きき さす.しす.
‶けくっょっかぬくうお, 6 うのくは

‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, ょけあょぬ, 
ょくひき  +20 +22, くけつぬの +15+17
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 2-3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 728 きき さす.しす.
╁すけさくうお, 7 うのくは

¨ぉかぇつくけ, ゃさっきっくぇきう ょけあょぬ, 
ょくひき +19 +21, くけつぬの +14 +16
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 1-2 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 735 きき さす.しす.
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ÄÎËÃ ÑÎËÄÀÒÀ - ÇÀÙÈÙÀÒÜ ÄÅÒÅÉ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╁┿]╄╊╇′┿ たけょうかぇ せあっ ぉうすにえ つぇし ゃけおさせゅ ょぇ けおけかけ しすさけうすっ-
かっえ, さっきけくすうさけゃぇゃてうた おさにかぬちけ っひ しこっちうぇかういうさけゃぇくくけえ 

(おけささっおちうけくくけえ) ておけかに-うくすっさくぇすぇ. ¨くぇ いくぇかぇ, つすけ ねすけ しこけく-
しけさに ¨〉 う, くぇおけくっち, しけぉさぇゃてうしぬ し ょせたけき, さってうかぇしぬ くぇ さぇいゅけ-
ゃけさ. 〉しかにてぇゃ うしすけさうの ょっゃけつおう-しこけさすしきっくおう, きっつすせ おけすけさけえ 
くうおけゅょぇ くっ しきけゅせす ゃにこけかくうすぬ きぇきぇ し けすつうきけき, ┿くょさっえ ╄きっ-
かぬはくけゃ こさっょかけあうか: «‶うてう こうしぬきけ ╃っょせ ╋けさけいせ, そぇきうかうは っゅけ 
┿おぉっさけゃ». ′っ さぇいょせきにゃぇは, ╁ぇしっかうくぇ こけょけてかぇ お おぇこけすせ かっゅおけ-
ゃせておう う くぇ かうしすおっ うい せつっくうつっしおけえ すっすさぇょおう ゃにゃっかぇ くっさけゃくにっ 
しすさけつおう: «╇かのし 《ぇゅうきけゃうつ, は せつっくうちぇ しっょぬきけゅけ おかぇししぇ ておけ-
かに-うくすっさくぇすぇ わ12. ╆くぇの, つすけ ゃに こさうっょっすっ こっさゃけゅけ うのくは お くぇき 
くぇ こさぇいょくうお ゃ つっしすぬ ╃くは いぇとうすに ょっすっえ. ぅ たけつせ, つすけぉに ゃに きくっ 
こけょぇさうかう さけかうおけゃにっ おけくぬおう».

╁ ておけかっ-うくすっさくぇすっ, つすけ ゃ ╋け-
くっすくけき, ぇあうけすぇあ: しっゅけょくは ぉせょせす 
ゅけしすう!

– ‶さうひき さっこっすうさけゃぇかう し 
さぇくくっゅけ せすさぇ, – ゃしすさっつぇっす くぇし 
ょうさっおすけさ ¨〉 〈ぇすぬはくぇ ¨こぇさうくぇ. 
– ]うさけす ゃ ておけかっ すっこっさぬ くっす, 
おさせゅかけゅけょうつくけ あうゃせす ゃ しすっくぇた 
うくすっさくぇすぇ しけちうぇかぬくにっ しうさけすに 
う ぉけかぬくにっ ょっすう. ╁しっゅけ ておけかぇ 
けぉせつぇっす 96 さっぉはすうてっお, つぇしすぬ 
うい くうた くぇ ょけきせ ゃ こけしひかおぇた う 
╀っさひいけゃしおけき. ¨ぉしかせあうゃぇのす 
ょっすゃけさせ 70 つっかけゃっお, うい くうた 42 
こっょぇゅけゅぇ.

╁いさけしかにっ きせあつうくに, こさけてっょ-
てうっ ┿そゅぇく う 』っつくの, しすけはかう 
しきうさくけ こけ かうくっえおっ こっさっょ ねすうきう 
くっ けつっくぬ しつぇしすかうゃにきう ょっすぬきう 
う, くっきくけゅけ ゃけかくせはしぬ, さぇししおぇいに-
ゃぇかう け しゃけっえ しせょぬぉっ, ゃけえくっ, こけ-
ゅうぉてうた すけゃぇさうとぇた. ‶け ゅかぇいぇき 
のくにた しかせてぇすっかっえ ぉにかけ ゃうょくけ 
– こけくうきぇのす, しけつせゃしすゃせのす う ょっ-
かぇのす ゃにゃけょに: くぇょけ あうすぬ すぇおけえ 
あっ ょさせあくけえ う しこかけつひくくけえ しっ-
きぬひえ, おぇお ねすう ぉにゃてうっ しけかょぇすに, 
う すゃけさうすぬ ょけぉさけ, つすけぉに けくけ ゃっさ-
くせかけしぬ お すっぉっ. 

]うょはとうえ さはょけき しけ きくけえ 
ゃすけさけおかぇししくうお ╋せさぇす ┿かう-
きけゃ てひこけすけき こけょっかうかしは しっ-
おさっすけき: «ぅ せすさけき  こけこさけしうか 
╀けゅぇ, つすけぉに しっゅけょくは ゃしっき 
こけゃっいかけ: ょっゃつけくおぇき ょけしすぇ-
かうしぬ おせおかに, ぇ こぇちぇくぇき – きぇ-
てうくおう う おけくぬおう». ′ぇゃっさくけっ, 
╁しっゃにてくうえ せしかにてぇか きぇ-

かにてぇ: ╀っさひいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ 
しけのい ゃっすっさぇくけゃ ┿そゅぇくうしすぇくぇ 
う 』っつくう ゃ しさっょせ こさうゃひい しゃけ-
うき こけょてっそくにき きはつう, おさぇしおう, 
おくうゅう, うゅさに, おせおかに. ┿ ╁ぇしっかう-
くぇ 《っょけさけゃしおうた こけかせつうかぇ-すぇおう    
おけくぬおう. 』すけぉに さぇょけしすぬ ょっゃつせて-
おう ぉにかぇ さぇいょっかひくくけえ, さけかうおう 
ゃさせつうかう う っひ こけょさせゅっ, ′ぇしすっ 
]こうさうょけくけゃけえ. 

╃けしすぇかうしぬ こけょぇさおう  けす しけ-
のいぇ う 15-かっすくっきせ ╁けかけょっ う 
すさひたかっすくっきせ ╋ぇおしうきおっ ‶ぇゃ-

かのつっくおけ: けぉぇ きぇかぬつうおぇ うくゃぇ-
かうょに, しっきぬっ こさうたけょうすしは くっ-
こさけしすけ: こけきけとぬ ゅけしせょぇさしすゃぇ 
きうくうきぇかぬくぇは.

– ′け きに くっ けすつぇうゃぇっきしは, – 
ぉけょさうすしは うた ぉぇぉせておぇ, ╋ぇさうは 
]すっこぇくけゃくぇ. – ┿ いぇ こけょょっさあおせ – 
しこぇしうぉけ, こさけょせおすに, おぇくちすけゃぇさに 
かうてくうきう くっ ぉせょせす.

′っしきけすさは くぇ すけ, つすけ しにくけゃぬは 
さけょうかうしぬ すはあっかけぉけかぬくにきう, うた 
こぇこぇ, ╂っくくぇょうえ ╁かぇょうきうさけゃうつ, 
くっ けしすぇゃうか しっきぬの: さっょおうえ しかせつぇえ 
ゃ くぇてっえ あういくう. 

– ╉けゅょぇ くっ いくぇってぬ, つすけ すぇおけっ 
さっぉひくけお-うくゃぇかうょ, くっ こけくうきぇ-
ってぬ ょけ おけくちぇ, おぇおけえ ねすけ おさっしす 
ょかは さけょうすっかっえ う しぇきうた ょっすっえ. ╁ 
きけっえ きくけゅけょっすくけえ しっきぬっ すけあっ 
っしすぬ すぇおぇは こさけぉかっきぇ, こけねすけきせ 
くぇき し あっくけえ くっ くぇょけ けぉなはしくはすぬ, 
しおけかぬおけ ょっくっゅ せたけょうす くぇ かっおぇさ-

しすゃぇ う かっつっくうっ, – けすおさけゃっくっく 
こさっょしっょぇすっかぬ しけのいぇ ゃっすっさぇくけゃ 
┿そゅぇくうしすぇくぇ う 』っつくう, 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 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 ╇かのし ┿おぉっさけゃ. – ′にくつっ 
うしこけかくはっすしは 25 かっす しけ ょくは ゃけい-
くうおくけゃっくうは くぇてっゅけ ょゃうあっくうは, 
う すぇおせの ょぇすせ きに さってうかう けすきっ-
すうすぬ おけくおさっすくけえ こけきけとぬの くせあ-
ょぇのとうきしは.

ぃ. ╋うさけてくうつっくおけ ゃけしこう-
すにゃぇっす くっ すけかぬおけ しゃけうた ょゃけうた 
さっぉはす, くけ う すさひた くぇしかっょくうおけゃ 
しゃけっえ くっ けつっくぬ けぉさぇいちけゃけえ 
しっしすさに: ゃ ょっすょけきっ せあっ あうゃせす 
ょゃけっ こかっきはくくうおけゃ, ぇ ねすうた ぃかうは 
]っさゅっっゃくぇ くっ たけつっす けすょぇゃぇすぬ ゃ 
おぇいひくくにっ しすっくに. 〈ぇお けくぇ ゃさぇい 
しすぇかぇ きくけゅけょっすくけえ きぇきけえ. 
¨しすぇゃうすぬ ぉっい ゃくうきぇくうは ねすせ きけ-
くっすくうくしおせの しっきぬの しけのい すけあっ 
くっ きけゅ. ┿ こけしかっ きに ゃいはかう おせさし ゃ 
╉かのつっゃしお: ╊のぉけゃぬ 』っさおぇしけゃぇ, 
こけすっさはゃてぇは あうかぬひ ゃ こけあぇさっ, 
あうゃひす ゃ けょくけおけきくぇすくけえ おゃぇさすう-
さっ し きせあっき う… ょっゃはすぬの ょっすぬきう. 
╀っい かうてくうた しかけゃ こけくはすくけ, つすけ 
しぇきうき うき くうおけゅょぇ くっ こけしすさけうすぬ 

しゃけえ せゅけか. 〉 っひ しっしすさに-ょゃけえ-
くはておう ╄かっくに さぇしすせす ょっゃはすぬ ょっ-
ゃけつっお う けょうく きぇかぬつうお, ょぇ っとひ  
しすぇさてぇは ょけつぬ こけょぇさうかぇ うき くっ-
ょぇゃくけ ゃくせつおせ. ′け せ ╉せいくっちけゃにた 
たけすは ぉに しゃけえ ょけき, う くぇきっさっくに 
けくう ゃにしすさけうすぬ ょけき ょかは しっきぬう 
ょけつっさう. ┿ こけおぇ ゃしっ し さぇょけしすぬの 
こさうくうきぇのす こけょぇさおう ゃ つっしすぬ 
╃くは いぇとうすに ょっすっえ. 

‶け ょっしはすう ぇょさっしぇき ゃ こけ-
しひかおぇた う ╀っさひいけゃしおけき こさけ-
ったぇかう ゃ しさっょせ ぇそゅぇくちに. ╇た 
さっぇかうはきう しっゅけょくはてくうた ぉせ-
ょっく くっ せょうゃうすぬ: う くっ すぇおけっ 
ゃうょっかう. ′け ゃけす つすけ ゃぇあくけ: 
こさけえょは つっさっい けゅけくぬ ゃけえくに, 
こけかせつうゃ くぇ ゃしの けしすぇゃてせの-
しは あういくぬ こさけぉかっきに しけ いょけ-
さけゃぬっき, ねすう こぇさくう くっ けつっさ-
しすゃっかう ょせてけえ, けくう くっ ぉぬのす 
しっぉは ゅっさけえしおう ゃ ゅさせょぬ, けさょっ-
くぇ う きっょぇかう くぇょっゃぇのす かうてぬ 
ゃ さっょおうた しかせつぇはた. ╆ぇすけ ゅけ-
すけゃに こけきけつぬ う ぉけっゃにき すけ-
ゃぇさうとぇき ゃ ょさせゅうた ゅけさけょぇた, 
う つせあうき ょっすはき ゃ ╀╂¨. ╁こさけ-
つっき, つせあうた ょっすっえ, おぇお うい-
ゃっしすくけ, くっ ぉにゃぇっす…

』‶

«ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ» ÏÎÄÊÈÄÛØ
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

1 ╇ぃ′ぅ くぇ ょっゃはすけき ねすぇあっ ょけきぇ こけ ぇょさっしせ せかうちぇ 〈っぇすさぇかぬ-
くぇは, 2/1 ぉにか けぉくぇさせあっく… きぇかにて ゃ おけかはしおっ. [けょうすっかっえ 

ぉさけてっくくけゅけ さっぉひくおぇ ょけ しうた こけさ うとせす.
╉ぇお さぇししおぇいにゃぇのす あうすっかう, けぉくぇさせあうゃてうっ こけょおうょにてぇ, しくぇつぇかぇ けくう せし-

かにてぇかう こかぇつ ゃ こけょなっいょっ. ′うおけゅけ うい ゃいさけしかにた こけぉかういけしすう くっ ぉにかけ. ╋ぇかにてぇ 
ゃいはかう ゃ おゃぇさすうさせ, くぇおけさきうかう う こけいゃけくうかう ゃ こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにっ けさゅぇくに.

‶けかうちっえしおうっ しさぇいせ しょっかぇかう «こけょゃけさくにえ» けぉたけょ, くけ けぉくぇさせあうすぬ くっ-
さぇょうゃせの きぇきぇてせ くっ せょぇかけしぬ. ╋ぇかぬつうおぇ, おけすけさけきせ くぇ ゃうょ けおけかけ ゅけょぇ 
(けく っとひ くっ きけあっす しぇきけしすけはすっかぬくけ しすけはすぬ くぇ くけあおぇた), けすゃっいかう ゃ ちっく-
すさぇかぬくせの ゅけさけょしおせの ぉけかぬくうちせ.

– [っぉひくけお せたけあっくくにえ, ゃっしひかにえ, けぉとうすっかぬくにえ, ぇおすうゃくにえ, – ゅけゃけ-
さうす くぇつぇかぬくうお けすょっかっくうは こけ ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっすくうた ¨╁╃ こけ ╀╂¨ 
╇さうくぇ ╀ぇさにてくうおけゃぇ. – ╁うょうきにた こさういくぇおけゃ くっいょけさけゃぬは せ くっゅけ くっす, くけ 
きに こかぇくうさせっき こけおぇいぇすぬ っゅけ こっょうぇすさせ. ╇, っしすっしすゃっくくけ, こさけゃっょひき ゃしっ 
ゃけいきけあくにっ きっさけこさうはすうは こけ こけうしおせ っゅけ さけょうすっかっえ うかう さけょしすゃっくくうおけゃ. 
╁けいきけあくけ, きぇかにてぇ こさうゃっいかう うい ょさせゅけゅけ ゅけさけょぇ. ╄しかう おすけ-すけ うきっっす うく-
そけさきぇちうの け さっぉひくおっ, こさけしうき いゃけくうすぬ こけ すっかっそけくぇき 4-75-00, 4-39-53.

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
1664 ゅけょ – ′けゃにえ ┿きしすっさょぇき 

こっさっうきっくけゃぇく ゃ ′ぬの-╈けさお.
1783 ゅけょ – こっさゃぇは こせぉかうつくぇは 

ょっきけくしすさぇちうは ゃけいょせてくけゅけ てぇさぇ 
ぉさぇすぬっゃ ╅けいっそぇ-╋うてっかは う ╅ぇおぇ-
ぁすぬっくぇ ╋けくゅけかぬそぬっ.

1798 ゅけょ – せきっさ ╃あぇおけきけ ╉ぇいぇ-
くけゃぇ, うすぇかぬはくしおうえ ぇゃぇくすのさうしす, こせ-
すってっしすゃっくくうお う こうしぇすっかぬ.

1922 ゅけょ – ゃにてっか こっさゃにえ くけきっさ 
あせさくぇかぇ «╉さけおけょうか».

╁′╇╋┿′╇╄!
╁ しゃはいう し こさけゃっょっくうっき つっすゃひさ-

すけゅけ うのくは くぇ 〈けさゅけゃけえ こかけとぇ-
ょう こさぇいょくうおぇ ゃ つっしすぬ 10-かっすうは 
«Brozex» ぇゃすけぉせしくけっ ょゃうあっくうっ 
こけ せかうちっ 〈っぇすさぇかぬくけえ ぉせょっす 
こっさっおさにすけ し 18:00 ょけ 23:30. ╁しっ 
ぇゃすけぉせしに こけえょせす こけ ╂ぇゅぇさうくぇ, 
つっさっい ]けしくけゃにえ ぉけさ.
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

ぅ[¨]╊┿╁ ╂ぇかょうく ゃ しぇきにえ けすゃっすしすゃっくくけ-すけさあっしすゃっくくにえ 
きけきっくす ゃさせつっくうは こけょぇさおけゃ, ゅさぇきけす う ちゃっすけゃ… おさっこおけ いぇ-

しくせか: ょかは すさひたきっしはつくけゅけ おさけたう しっゅけょくは くっす ゃぇあくっっ ょっかぇ, つっき 
すうたけっ こけしぇこにゃぇくうっ し いぇおさにすにきう ゅかぇいぇきう, ゃっょぬ ゃけ しくっ けく さぇしすひす! 

[けいけゃけ-おさせあっゃくけっ つせょけ はゃうかけしぬ こっさゃけゅけ うのくは ゃ けすょっか ╆┿╂]: いょっしぬ 
すさぇょうちうけくくけ し ╃くひき いぇとうすに ょっすっえ こけいょさぇゃうかう  21 ぉっさひいけゃしおせの しっ-
きぬの たけいはっゃぇ,  ぇ すぇおあっ う.け. ゅかぇゃに けおさせゅぇ ╇ゅけさぬ ╉ぇさこけゃ, っゅけ いぇきっしすう-
すっかう ¨かぬゅぇ 【っかせたうくぇ う ╄ゃゅっくうえ ‶うしちけゃ, こさっょしすぇゃうすっかう 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, ゃさせつうゃてうっ てっしすぬ しっさすうそうおぇすけゃ くぇ きぇすっさうくしおうえ 
(しっきっえくにえ) おぇこうすぇか, きぇゅぇいうく «╋っつすぇ», ゃけおぇかぬくぇは ゅさせここぇ «╉ぇおぇょせ». 
〉あぇしくけ ゅけさょにっ こぇこに おさっこおけ ょっさあぇす くぇ させおぇた ゃうくけゃくうおけゃ すけさあっしすゃぇ, 
くぇさはあっくくにた ゃ おさけてっつくにっ  こかぇすぬうちぇ う ゃっしひかにっ おけきぉうくっいけくに, しつぇしすぬっ 
ぉさにいあっす うい ゅかぇい きぇき. 

╇い 450 いぇさっゅうしすさうさけゃぇくくにた し くぇつぇかぇ ゅけょぇ けすょっかけき ╆┿╂]  くけゃけさけあ-
ょっくくにた つせすぬ ぉけかっっ こけかけゃうくに – こっさゃっくちに ゃ しっきぬっ. ╁すけさけえ きぇかにて こけ-
はゃうかしは ゃ おぇあょけえ すさっすぬっえ しっきぬっ, くけ かうてぬ すさう こさけちっくすぇ «はつっっお けぉとっ-
しすゃぇ» さってぇのすしは いぇゃっしすう ぉけかっっ すさひた ょっすうてっお. ╉ こさうきっさせ, ′ぇすぇかぬは 
╆ぇゃぇょぇ くっょぇゃくけ さけょうかぇ すさっすぬの ょけつおせ ╁っさせ, ぇ いぇ こけょぇさおぇきう ゃきっしすっ し 
きぇきけえ こさうてひか っひ しにく, すさっすぬっおかぇししくうお ╃うきぇ. ╋ぇかぬつうお せゃっさはっす, つすけ かっゅ-
おけ しこさぇゃかはっすしは ょけきぇ し あっくしおうき ちぇさしすゃけき.

╉しすぇすう, ╁っさぇ, おぇお 〈ぇうしうは う ╁かぇょうしかぇゃ, – さっょおうっ しっゅけょくは うきっくぇ:  ぉっさっ-
いけゃつぇくっ つぇとっ くぇいにゃぇのす しゃけうた ょけつっお ╃ぇさぬはきう, ‶けかうくぇきう う ╁うおすけさうはきう, 
ぇ しにくけゃっえ ╇ゃぇくぇきう, ┿かっおしっはきう, ┿さすひきぇきう. ┿ かうょっさぇきう 2010 ゅけょぇ しすぇかう 
┿くぇしすぇしうは う ╊っゃ! ╇い しけゃしっき くっ さっょおうた うきひく こけかせつうかけしぬ いぇぉぇゃくけっ しけ-
つっすぇくうっ せ くけゃけさけあょっくくけえ ゅけしすぬう  – ╃ぇさぬう ╃きうすさうっゃくに ╋っょゃっょっゃけえ...

╇ っとひ け きうくせゃてっき: し 2000-ゅけ こけ 2010 ゅけょ ゃ ╀╂¨ ぉにかう せしにくけゃかっ-
くに 99 きぇかにてっえ. 〈けかぬおけ ゃ こさけてかけき ゅけょせ 15, うい くうた こはすっさけ – しうさけすに. 
╉ぇおうきう しすぇくせす ゃしっ ねすう すさけゅぇすっかぬくけ-ぉっいいぇとうすくにっ おさけたう? ╀せょっき ゃっさうすぬ 
– しつぇしすかうゃにきう. ╁けす う «けすちに» ゅけさけょぇ けぉっとぇのす ゃしっき きっしすぇ ゃ ょっすしぇょぇた, 
せたけあっくくにっ ょゃけさに し うゅさけゃにきう こかけとぇょおぇきう. ╂かぇゃくけっ, つすけぉに さっぉはすおう 
ぉにかう いょけさけゃに, ゃおせしくけ っかう う きくけゅけ しこぇかう: かっすぇは ゃけ しくっ, けくう ゃにさぇしすせす 
ぉけかぬてうきう-こさっぉけかぬてうきう!

]¨¨╀】┿╄〈 «03»
ПЕЙТЕ И ЗАКУСЫВАЙТЕ 

В МЕРУ
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿
╁ «しおけさけえ» せゃっかうつうかけしぬ おけかう-

つっしすゃけ けぉさぇとっくうえ うい-いぇ しうくょさけ-
きぇ こけたきっかぬは う こっさっっょぇくうは てぇて-
かにおけゃ. ¨ぉ ねすけき くぇき さぇししおぇいぇかぇ 
いぇゃっょせのとぇは けすょっかっくうっき しおけさけえ 
きっょうちうくしおけえ こけきけとう ╀『╂╀ ′うくぇ 
┿さおぇょぬっゃくぇ ╉けかすぇてっゃぇ.

╁にいけゃに «くっけすかけあおう» お くっすさっい-
ゃにき こぇちうっくすぇき しっえつぇし しけしすぇゃかはのす 
ょっしはすぬ こさけちっくすけゃ ゃしった けぉさぇとっ-
くうえ. ‶け しかけゃぇき いぇゃっょせのとっえ, ねすけ 
きくけゅけ. 』ぇしすけ ゃ 03 いゃけくはす くっさぇゃくけ-
ょせてくにっ ゅさぇあょぇくっ, おけすけさにっ いぇきっ-
すうかう くぇ せかうちっ せこぇゃてっゅけ つっかけゃっおぇ. 

– ]ぇきう こけょけえすう ぉけはすしは, いゃけくはす 
くぇき. ╋に ゃにっいあぇっき, けしきぇすさうゃぇっき 
きせあつうくせ, けく けおぇいにゃぇっすしは こぬはく ょけ-
くっかぬいは. ╆ゃけくうき ゃ こけかうちうの, こけすけきせ 
つすけ ねすけ うた しかせつぇえ. ╁ うすけゅっ すさぇすうき 
せえきせ ゃさっきっくう. ┿ すけす, おすけ, ょっえしすゃう-
すっかぬくけ, くせあょぇっすしは ゃ くぇてっえ こけきけ-
とう, こけかせつぇっす っひ し けこけいょぇくうっき, – 
しっすせっす ′うくぇ ┿さおぇょぬっゃくぇ.

′ぇしすぇかけ かっすけ, ぉっさっいけゃつぇくっ つぇしすけ 
ゃにっいあぇのす くぇ ょぇつせ う あぇさはす くぇ せゅかはた 
きはしけ. ╋くけゅうき すぇおぇは こうとぇ こさけすうゃけこけ-
おぇいぇくぇ, くけ おせてぇのす てぇてかにおう ぉっいきっさ-
くけ. ╁ うすけゅっ – けぉけしすさっくうっ こぇくおさっぇすうすぇ 
う ょさせゅうた いぇぉけかっゃぇくうえ あっかせょけつくけ-
おうてっつくけゅけ すさぇおすぇ う きぇししぇ ゃにいけゃけゃ 
«しおけさけえ». ╆ぇゃっょせのとぇは ¨]╋‶ こさけしうす 
ゅけさけあぇく ぉにすぬ ゃくうきぇすっかぬくにきう お しっぉっ 
う «くっ くぇゅさせあぇすぬ» しかせあぉせ いゃけくおぇ-
きう, っしかう くぇ こけきけとぬ きけあくけ ゃにいゃぇすぬ 
せつぇしすおけゃけゅけ すっさぇこっゃすぇ. 

╃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.

╉¨[¨〈╉¨
6 うのくは ゃ 18:00 ╀うぉかうけすっおぇ 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) 
こさうゅかぇてぇっす ぉっさっいけゃつぇく ゃ «╉かせぉ しぇょけ-
ゃけょぇ». 〈っきぇ – «╇のくぬ ゃ しぇょせ».

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

]╇〈〉┿『╇ぅ

‶¨]┱╊¨╉ ╀╆]╉ – ‶[¨╋｠【╊╄′′┿ぅ ╆¨′┿
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╂[〉‶‶┿ おけきこぇくうえ «╊ぇくょけ» さぇしてうさはっす しゃけう ゅさぇくうちに. ╁ 
おけくちっ きぇは しけすくう ぉっさっいけゃつぇく しすぇかう しゃうょっすっかはきう きぇししけゃけえ 

ゃにさせぉおう かっしぇ さはょけき し こけしひかおけき ╀╆]╉. ╅うすっかう ぉかうあぇえてうた お 
ぇゃすけちっくすさせ ょけきけゃ ぉにかう てけおうさけゃぇくに くっけあうょぇくくけえ ゃにゃぇかおけえ 
こけかせゃっおけゃにた しけしっく. 

– ‶けつっきせ ゃしっ さぇぉけすに くぇつぇ-
かうしぬ ゃ しせぉぉけすせ, おけゅょぇ せ ゃしった 
つうくけゃくうおけゃ う おけくすさけかうさせの-
とうた けさゅぇくういぇちうえ ゃにたけょくけえ? 
‶けつっきせ くっ こさっょせこさっょうかう あう-
すっかっえ こけしひかおぇ? – ゃけいきせとぇ-
かうしぬ きっしすくにっ あうすっかう. 

╃うさっおすけさ こけ さぇいゃうすうの ╂╉ 
«╊ぇくょけ» ┿くくぇ ╆っきかうくぇ しけ-
けぉとうかぇ, つすけ ゃしっ さぇぉけすに 
こさけたけょうかう ゃ しけけすゃっすしすゃうう し 
うきっのとうきうしは さぇいさってうすっかぬ-
くにきう ょけおせきっくすぇきう. ╃きうすさうえ 
]きにてかはっゃ, こさっょしっょぇすっかぬ 
おけきうすっすぇ こけ せこさぇゃかっくうの 
うきせとっしすゃけき ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀っさひいけゃしおけゅけ, こけょすゃっさょうか 
くぇかうつうっ ょけおせきっくすけゃ う しけ-
ぉかのょっくうっ ゃしった こさっょなはゃかっく-
くにた すさっぉけゃぇくうえ. 

– ぁすけ こさけきにてかっくくぇは いけくぇ, 
こけねすけきせ けさゅぇくういぇちうう, おけすけさにっ 
すぇき さぇしこけかぇゅぇのすしは, きけゅせす しゃけ-
ぉけょくけ しすさけうすぬしは う さぇしてうさはすぬ-
しは. ╃けゅけゃけさひくくけしすぬ け こっさっょぇつっ 
いっきっかぬ ゃ ぇさっくょせ ぇゃすけこさっょこさう-

はすうの, おけすけさけっ ゃけいゅかぇゃかはっす 
┿くょさっえ ╀ぇぉおうく, しせとっしすゃせっす 
ょぇゃくけ, – さぇししおぇいぇか ╃きうすさうえ 
╁かぇょうきうさけゃうつ.  

«╊ぇくょけ» いぇおかのつうかけ し きねさう-
っえ ょけゅけゃけさ ぇさっくょに いっきっかぬくけゅけ 
せつぇしすおぇ, しけゅかぇしくけ おけすけさけきせ ゃ 
ちっかはた くぇょかっあぇとっゅけ うしこけかぬ-

いけゃぇくうは いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 
ゃけいきけあくけ っゅけ けしゃけっくうっ こせすひき 
ゃにさせぉおう いっかひくにた くぇしぇあょっくうえ. 
╁にてかけ こけしすぇくけゃかっくうっ  ぇょきう-
くうしすさぇちうう ╀╂¨ けぉ うしこけかぬいけゃぇ-

くうう いっきかう. 41 おさせこくせの しけしくせ 
う くっしおけかぬおけ きっかおうた ょっさっゃぬっゃ, 
こけこぇゃてうた こけょ しこうか, ╀っさひいけゃ-
しおけっ かっしくうつっしすゃけ けちっくうかけ ゃ 
しせききせ つせすぬ ぉけかぬてっ 400 すにしはつ 
させぉかっえ. 

– ╋ぇすっさうぇかぬくぇは けちっくおぇ 
ょっさっゃぬっゃ こさけうしたけょうかぇ くぇ けし-

くけゃぇくうう こけしすぇくけゃかっくうは ‶さぇゃう-
すっかぬしすゃぇ [《. ╁ ねすけき ょけおせきっくすっ 
こさけこうしぇく こけさはょけお けちっくおう ょっ-
さっゃぬっゃ, うた ゃにしけすぇ, ょうぇきっすさ. 
〉つうすにゃぇは ゃしひ ねすけ, こけかせつうかぇしぬ 
すぇおぇは しせききぇ, – けぉなはしくはっす ╃きう-
すさうえ ]きにてかはっゃ. 

‶けしかっ 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 きっあょせ おけきう-
すっすけき こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっ-
しすゃけき う ぇゃすけちっくすさけき «╊ぇくょけ» 
かっしけさせぉに こさうしすせこうかう お さぇぉけすっ. 
]こっちうぇかうしすに ぇょきうくうしすさぇちうう う 
╀っさひいけゃしおけゅけ かっしくうつっしすゃぇ ゃに-
ったぇかう くぇ きっしすけ う こさけゃっさうかう おけ-
かうつっしすゃけ しこうかっくくにた ょっさっゃぬっゃ. 
′ぇさせてっくうえ くっ くぇてかう. ]っえつぇし 
くぇ きっしすっ しけしくはおぇ うょひす さぇしてう-
さっくうっ うきっのとっえしは ぇゃすけしすけはく-
おう. ╁ ぉせょせとっき いょっしぬ こけはゃうすしは 
くけゃにえ ょうかっさしおうえ ぇゃすけちっくすさ. 
[せおけゃけょしすゃけ ぇゃすけこさっょこさうはすうは 
けぉっとぇっす ぉかぇゅけせしすさけうすぬ すっさ-
さうすけさうの: せしすぇくけゃうすぬ ぉけさょのさ 
ゃょけかぬ ╀っさひいけゃしおけゅけ すさぇおすぇ, 
こさけかけあうすぬ せょけぉくにっ こってったけょ-
くにっ ょけさけあおう, ゃにしぇょうすぬ ょっ-
さっゃぬは, おけすけさにっ ぉに けすょっかはかう 
あうかけえ しっおすけさ けす ょけさけゅう う ぇゃ-
すけちっくすさぇ. ′け あうすっかっえ こけしひかおぇ 
╀╆]╉ ねすけ きぇかけ せすってぇっす.

┿╉『╇ぅ

┵┳┤┵┬┥┲ ┫┤ ┳┲┰┲┽╀!
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
′っしおけかぬおけ ょくっえ くぇてぇ ゅぇいっすぇ ゃっかぇ しぉけさ こけきけとう ょかは しっきぬう 

╉かっこぇちおうた, おけすけさぇは すさう くっょっかう くぇいぇょ こけすっさはかぇ ゃしひ うきせとっしすゃけ 
ゃ こけあぇさっ (しゅけさっゃてうえ ょけき くぇたけょうかしは こけ ぇょさっしせ ╊っくうくぇ, 19). ╆ぇ 
ねすけ ゃさっきは お くぇき けぉさぇすうかけしぬ ぉけかっっ すさひた ょっしはすおけゃ つっかけゃっお. 

‶けきけとぬ けおぇいぇかぇしぬ けとせすうきけえ. 〈っこっさぬ しっきぬは くっ うしこにすにゃぇっす くせあょに ゃ 
こけしせょっ う おせたけくくけえ せすゃぇさう, くっきぇかけ くぇぉさぇかけしぬ う かっすくっえ けょっあょに. 』かっくに 
しっきぬう しっさょっつくけ ぉかぇゅけょぇさはす ゃしった, おすけ けすけいゃぇかしは, しけぉさぇか う こさうくひし ゃっとう! 

╋に せあっ たけすっかう けぉなはゃうすぬ け こさっおさぇとっくうう しぉけさぇ こけきけとう, くけ こけおぇ ╉かっ-
こぇちおうた くっ たゃぇすぇっす けぉせゃう 37-38 さぇいきっさけゃ (こさうくっしひくくにえ 36-けえ くっ こけょ-
たけょうす), 20-21 さぇいきっさけゃ – ょかは ゅけょけゃぇかけえ ょけつおう, きせあしおけえ けぉせゃう 40-41-ゅけ 
さぇいきっさけゃ. ]っきぬは くせあょぇっすしは う ゃ いうきくっえ けょっあょっ 44-46 さぇいきっさけゃ ょかは ょっゃけ-
つっお, 48-ゅけ – ょかは きぇきに, くぇ さけしす 85-95 しき – ょかは きかぇょてっえ ょけつおう, ぇ すぇおあっ ゃ 
きせあしおけえ けょっあょっ 50-52-ゅけ さぇいきっさけゃ. 〈ぇおあっ くっけぉたけょうきに きせあしおうっ ぉさのおう.

╁くうきぇくうっ! ╋に ぉせょっき こさうくうきぇすぬ ゃ さっょぇおちうう すけかぬおけ ゃにてっこっ-
さっつうしかっくくにっ ゃっとう, おけすけさにっ はゃかはのすしは しぇきにきう くっけぉたけょうきにきう 
ょかは しっきぬう. ′ぇょっっきしは くぇ ゃぇてっ こけくうきぇくうっ!

╊╄]′¨╈ ]〉╀╀¨〈′╇╉
〉╁┿╅┿╄╋｠╄ ╂¨[¨╅┿′╄!

╇くうちうぇすうゃくぇは ゅさせここぇ あうすっかっえ きうおさけさぇえけくぇ «]けかくっつくぇは こけかはくぇ».
]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

5 うのくは — ╁しっきうさくにえ ょっくぬ いぇとう-
すに けおさせあぇのとっえ しさっょに.

‶さうゅかぇてぇっき ゃぇし こけょょっさあぇすぬ ねすけす 
こさぇいょくうお う こさうくはすぬ せつぇしすうっ ゃ せぉけさ-
おっ かっしぇ ゃ さぇえけくっ 〈さけこに いょけさけゃぬは.

╂けさけょしおうっ しかせあぉに し こっさっきっくくにき 
せしこったけき せぉうさぇのす かっし くっこけしさっょ-
しすゃっくくけ ゃけいかっ ぇしそぇかぬすうさけゃぇくくけえ 
ょけさけあおう, くけ っしかう けすけえすう つせすぬ ょぇかぬ-
てっ, すけ きせしけさぇ こけ-こさっあくっきせ こけかくけ.

╋に こさっょかぇゅぇっき ゃしっき あっかぇのとうき 
こさけゃっしすう くっしおけかぬおけ つぇしけゃ くぇ しゃっあっき 
ゃけいょせたっ う くぇゃっしすう こけさはょけお ゃょけかぬ 
こさけしっおう, おけすけさぇは ぉっさひす くぇつぇかけ けす 
ょけきぇ わ12 こけ せかうちっ ]こけさすうゃくけえ, ぇ 
すぇおあっ さはょけき し ょっさっゃはくくけえ ゅけさおけえ, 
おけすけさせの くっおけすけさにっ あうすっかう くぇてっゅけ 
ゅけさけょぇ ういぉさぇかう ゃ おぇつっしすゃっ きっしすぇ ょかは 
こぬはくおう (ょさせゅうた きっしす, ゃうょうきけ, きぇかけ).

╋に くぇょっっきしは, つすけ くぇてっ きっさけ-
こさうはすうっ こけかせつうす こけょょっさあおせ あうすっ-
かっえ ゅけさけょぇ, う くぇき せょぇしすしは しょっかぇすぬ 
せぉけさおせ かっしぇ さっゅせかはさくけえ.

〉ぉけさおぇ しけしすけうすしは 5.06.2011. ′ぇ-
つぇかけ ゃ 12:00.

]ぉけさ あっかぇのとうた せ くぇつぇかぇ こさけしっ-
おう せ ょけきぇ わ12.

╉しすぇすう, きっさけこさうはすうっ しけゅかぇしけゃぇくけ し 
ゅけさけょしおけえ ぇょきうくうしすさぇちうっえ, おけすけさぇは 
こさっょけしすぇゃうす うくゃっくすぇさぬ ょかは せぉけさおう 
きせしけさぇ う けぉっしこっつうす っゅけ ゃにゃけい.

╄しかう ゃに たけすっかう ぉに こさうくはすぬ せつぇしすうっ 
ゃ せぉけさおっ, くけ ゃさっきは くっせょけぉくけ ょかは ゃぇし, 
ゃに きけあっすっ こけょょっさあぇすぬ くぇし ゃ ょさせゅけき 
そけさきぇすっ. ‶さけしすけ ゃけ ゃさっきは こさけゅせかおう 
こけ かっしせ ゃけいぬきうすっ し しけぉけえ こっさつぇすおう う 
こけかうねすうかっくけゃにえ こぇおっす う ゃにくっしうすっ うい 
かっしぇ たけすは ぉに くっきくけゅけ きせしけさぇ.╄おぇすっさうくぇ う ‶けかうくぇ 

╉かっこぇちおうた
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〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
╁ しさっょせ ぉっさっいけゃつぇくっ けすきっつぇかう ╋っあょせくぇさけょくにえ ょっくぬ いぇとうすに ょっすっえ. 

‶けしかっ ょっすしおけゅけ しぇょぇ きぇかにてう ゃきっしすっ し さけょうすっかはきう せしすさっきうかうしぬ ゃ ‶ぇさお 
‶けぉっょに, ゅょっ ょっすしおけ-こけょさけしすおけゃにえ ょけしせゅけゃにえ ちっくすさ こさうゅけすけゃうか くぇしすけ-
はとうえ こさぇいょくうお. ╁ ねすけき ゅけょせ うしこけかくうかけしぬ こはすぬょっしはす かっす しけ ょくは こっさゃけゅけ 
こけかひすぇ つっかけゃっおぇ ゃ おけしきけし, こけねすけきせ うゅさけゃぇは こさけゅさぇききぇ ぉにかぇ こさうせさけ-
つっくぇ お ねすけえ ょぇすっ. [ぇいゃかっおぇかう さっぉはすうてっお «こっさゃにっ しけぉぇおう-おけしきけくぇゃ-
すに» ╀っかおぇ う ]すさっかおぇ, «うくけこかぇくっすはくおぇ» ╋ぇしはくは こけきけゅぇかぇ ょっゃつけくおぇき う 
きぇかぬつうておぇき こけょゅけすけゃうすぬしは お おけしきうつっしおけきせ こけかひすせ. ]つうすぇかおう, おさうつぇか-
おう う すぇくちに っとひ ぉけかぬてっ いぇあゅかう う さぇいけゅさっかう きぇかっくぬおうた たけいはっゃ こさぇいょくう-
おぇ. [ぇょに ぉにかう ゃしっ: けす さけいけゃけとひおうた おぇさぇこせいけゃ, おけすけさにっ しうょっかう くぇ させおぇた 
せ さけょうすっかっえ, ょけ こけょさけしすおけゃ, おけすけさにっ ゃきっしすっ し こけしかっょくうきう いゃけくおぇきう 
こけょぇかぬてっ いぇぉさけしうかう しゃけう こけさすそっかう う すけあっ こさうてかう くぇ こさぇいょくうお.

′¨╁｠╄ ╂[┿╅╃┿′╄ [¨]]╇╇
‶さっょしすけはとうえ こさぇいょくうお しすぇか くけゃにき ねすぇこけき ゃ あういくう 31 ておけかぬくうおぇ. 

‶け すさぇょうちうう ゃ ╋っあょせくぇさけょくにえ ょっくぬ いぇとうすに ょっすっえ 14-かっすくうき ょっゃつけく-
おぇき う きぇかぬつうておぇき すけさあっしすゃっくくけ ゃさせつうかう うた こっさゃにえ けしくけゃくけえ ょけおせ-
きっくす – こぇしこけさす. [けょうすっかう, おけすけさにっ こさうてかう ゃ ‶ぇさお ‶けぉっょに, おけくっつくけ, 
ゃけかくけゃぇかうしぬ. ╁っょぬ けくう こけくうきぇのす: ょっすう ゃいさけしかっのす.  

‶けいょさぇゃうかう のくにた ゅさぇあょぇく [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇ-
ゃに ╀╂¨ こけ しけちうぇかぬくにき ゃけこさけしぇき ¨かぬゅぇ 【っかせたうくぇ, くぇつぇかぬくうお 〉こさぇゃ-
かっくうは 《っょっさぇかぬくけえ きうゅさぇちうけくくけえ しかせあぉに [けししうう こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう  ゃ ╀っさひいけゃしおけき ╇さうくぇ [けゅけあくうおけゃぇ う いぇゃっょせのとぇは けすょっかけき こけ 
ょっかぇき きけかけょひあう ╇さうくぇ ‶けくけきぇさひゃぇ.

┿╉〈〉┿╊を′¨
ÍÀ ÈÇËÎÌÅ ÑÓÄÜÁÛ

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╁ ╋╇′〉╁【╇╈ ゃすけさくうお しけしすけはかけしぬ ゃにっいょくけっ いぇしっょぇくうっ おけ-
きうししうう こけ ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっすくうた ゃ こけしひかおっ ╋けくっす-

くけき, ゅょっ ぉにかけ さぇししきけすさっくけ 15 こっさしけくぇかぬくにた ょっか. ╃ゃぇ うい くうた 
いぇゃっょっくに こけ そぇおすせ くっうしこけかくっくうは さけょうすっかはきう けぉはいぇくくけしすっえ 
こけ ゃけしこうすぇくうの ょっすっえ う いぇとうすっ うた こさぇゃ, けしすぇかぬくにっ – ゃ しゃはいう し 
こさぇゃけくぇさせてっくうはきう くっしけゃっさてっくくけかっすくうた.

ぅ╆｠╉¨╋ 『╇《[
╆ぇ こっさゃにえ おゃぇさすぇか 2011 ゅけょぇ おけきうししうっえ こけ ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけ-

かっすくうた ぉにかけ さぇししきけすさっくけ 172 こさけすけおけかぇ けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こさぇ-

ゃけくぇさせてっくうう, うい くうた 48 しけしすぇゃかっくけ くぇ ょっすっえ う 114 – くぇ ゃいさけしかにた. 

‶さけぉかっきに ╋けくっすくけゅけ すぇおけゅけ 
さけょぇ すうこうつくに ょかは くぇてうた ゅけ-
さけょけゃ う こけしひかおけゃ. ¨ょくうた ょっ-
すっえ こけえきぇかう くぇ せこけすさっぉかっくうう 
しこうさすくにた くぇこうすおけゃ ゃ せつっぉくけき 
いぇゃっょっくうう, ょさせゅうた – くぇ くぇさせてっ-
くうう おけきっくょぇくすしおけゅけ つぇしぇ (ゅさせこ-
こせ こけょさけしすおけゃ いぇしすせおぇかう くぇ 
くけつくけえ ょうしおけすっおっ, けくう ゃょけぉぇゃけお 
ぉにかう こぬはくに). 〈さっすぬう さっゅせかはさくけ 
こさけゅせかうゃぇのす ておけかぬくにっ いぇくは-
すうは. ╃ゃっ きぇきぇてう ぉにかう ゃにいゃぇくに 
くぇ おけきうししうの いぇ くっくぇょかっあぇとうえ 
くぇょいけさ いぇ ょっすぬきう.

– [けょうすっかう ょけかあくに こけくうきぇすぬ: 
ゅかぇゃくぇは ちっかぬ てすさぇそぇ, おけすけさにえ 
くぇいくぇつぇっすしは おけきうししうっえ, – くっ 
しぉけさ ょっくっゅ ゃ こけかぬいせ ゅけしせょぇさしすゃぇ, 
ぇ こさけそうかぇおすうおぇ こさぇゃけくぇさせてっ-

くうえ くっしけゃっさてっくくけかっすくっゅけ. ′け 
ねすぇ きっさぇ ょっえしすゃっくくぇ すけかぬおけ っしかう 
さけょうすっかぬ うしこけかぬいせっす っひ ゃけしこう-
すぇすっかぬくにえ こけすっくちうぇか. ╁っょぬ さっ-
ぉひくけお うかう こけょさけしすけお ょけかあっく こけ-
つせゃしすゃけゃぇすぬ: けく こけしすせこぇっす こかけたけ, 
こさけしすけ すぇお っきせ ねすけ し させお くっ しけえ-
ょひす, いぇ ゃしひ さぇくけ うかう こけいょくけ こさう-
ょひすしは くっしすう けすゃっすしすゃっくくけしすぬ, – 
ゅけゃけさうす こさっょしっょぇすっかぬ おけきうししうう 
こけ ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっすくうた 
〈ぇすぬはくぇ ‶かけすくうおけゃぇ.

』すけぉに ょぇすぬ しゃけっきせ つぇょせ さぇし-
しかにてぇすぬ «いゃけくけつっお» しせょぬぉに, 
きぇかけ こさけしすけ けこかぇすうすぬ てすさぇそ. 
′せあくけ ょけくっしすう ょけ こけょさけしすおぇ 
きにしかぬ: けく くぇゃさっょうか さけょうすっかはき, 
せたせょてうか きぇすっさうぇかぬくけっ こけかけあっ-
くうっ しっきぬう.

]╉┿′╁¨[╃

¨すゃっすに くぇ しおぇくゃけさょ ゃ しかっょせのとっき くけきっさっ

]〉╀╀¨〈′╇╈ 』┿]
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╄しかう こけしかっ ょゃせた たけかけょくにた う 
ょけあょかうゃにた ょくっえ こけすっこかっかけ, う 
しゃっすうす はさおけっ しけかくちっ — しおけさっっ 

ゃしっゅけ, くぇしすせこうか こけくっょっかぬくうお.
– 〈ぇお. ‶さぇゃぇ くぇ さにぉぇかおせ 

ゃいはか. ╊うちっくいうの くぇ けすかけゃ こっ-
しおぇさっえ ゃいはか. ╉さっょうすくせの おぇさすせ 

ゃいはか. ╉ぇさすせ しおうょけお くぇ さにぉけかけゃくにっ 
こさうつうくょぇかに ゃいはか. ]すさぇたけゃけえ こけかうし 
けす せすけくせすうは ゃいはか. 〉ょけしすけゃっさっくうっ 
さにぉけかけゃぇ-かのぉうすっかは ゃいはか. 〈ぇかけく すっ-
たけしきけすさぇ せょけつおう ゃいはか. ╉しうゃせ のくけゅけ 
さにぉけかけゃぇ, しけつせゃしすゃせのとっゅけ «╄ょうくけえ 
[けししうう», ゃいはか. 〉ょけつおせ ゃいはか. ╀ぇくおせ 
し つっさゃはおぇきう ゃいはか. GPS-くぇゃうゅぇすけさ 
ゃいはか. ╋けぉうかせ ゃいはか. ╆ぇこぇしくにっ おさのつ-
おう ゃいはか. ′っすぉせお し おぇさすけえ さにぉくにた 
きっしす ゃいはか. 150 ぉぇおしけゃ くぇかうつくにきう, 
くぇ しかせつぇえ ゃしすさっつう し うくしこっおすけさけき 
さにぉけたさぇくに, ゃいはか... 

– 〈に つっゅけ すぇき ぉけさきけつってぬ, ゃくせつっお?
– ぅ, ぉぇぉせておぇ, し ‶っすぬおけえ うい 3-ゅけ 

«┿» いぇ こっしおぇさはきう くぇ さっつおせ しけぉうさぇ-
のしぬ. 

– ╁くせつっお, ぇ すに せ つっさゃっえ しけゅかぇしうっ 
しこさけしうか?

]うょはす ゃ おぇきっさっ すさけっ, くせ くぇ-
しおせつうかけ うき — しすぇかう ゅけゃけさうすぬ, 
おけゅけ いぇ つすけ こけしぇょうかう. 

‶っさゃにえ: 
– ぅ ぉにか ょうさっおすけさけき すさせぉけこさけおぇす-

くけゅけ いぇゃけょぇ, くせ う ゃっかっか こけゃっしうすぬ 
こかぇおぇす: «〈させぉぇ — ]けゃっすしおけきせ ]け-
のいせ!» ╁けす う こけしぇょうかう. 

╁すけさけえ: 
– ┿ は ぉにか ょうさっおすけさけき さぇおっすくけえ 

つぇしすう. 〈けあっ こかぇおぇす こけゃっしうか: «′ぇてぇ 
ちっかぬ — おけききせくういき!» 〈けあっ しのょぇ こけ-
こぇか. 

〈さっすうえ:
– ┿ は ぉにか ょうさっおすけさけき こすうちっそぇ-

ぉさうおう... 
‶っさゃにえ う ゃすけさけえ — けぉぇ: 
– ┿ すっぉは-すけ おぇお せゅけさぇいょうかけ? 

〈さっすうえ: 
– ┿ は すけあっ こかぇおぇす こけゃっしうか: «]ゃっさ-

おくひき はえちぇきう くぇ きうさけゃけき さにくおっ!»
╅っくしおうえ きけいゅ しけしすけうす うい 

しかっょせのとうた つぇしすっえ:
10% – いくぇくうは, こけかせつっくくにっ 

ゃ ておけかっ.
20% – あせさくぇかに う しっさうぇかに.
¨しすぇかぬくにっ つっすにさっ ゅうゅぇぉぇえすぇ いぇ-

くうきぇっす ゃうょっけ しけ しゃぇょぬぉに.
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21:00	 ╃/]	 ╁	 ]¨╆′┿′╇╇	 ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨	

』╄╊¨╁╄╉┿
22:00	 ╃/]	╄╊╄′┿	‶[╄╉[┿]′┿ぅ
23:00	 ╃/]	╋｠	-	╄╁[¨‶╄╈『｠
0:00	 ╃/]	[╇╋	′╄	][┿╆〉	]〈[¨╇╊]ぅ
1:00	 ╃/]	╁〈¨[┿ぅ	╋╇[¨╁┿ぅ	╁	『╁╄〈╄
2:00	 ╃/《	 ‶¨]╊╄╃′╇╈	 ‶¨╊╄〈	 ╊╄╈〈╄′┿′〈┿	

ぁ]〈╇╊╊┿
3:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿
4:00	 ╃/]	 》〉╃【╇╄	 ‶[¨《╄]]╇╇	 ╁	 ╇]〈¨[╇╇	

╀[╇〈┿′╇╇
5:00	 ╃/]	 ╁	 ]¨╆′┿′╇╇	 ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨	

』╄╊¨╁╄╉┿

6:00	 ╃/]	╄╊╄′┿	‶[╄╉[┿]′┿ぅ
7:00	 ╃/]	╋｠	-	╄╁[¨‶╄╈『｠
8:00	 ╃/]	[╇╋	′╄	][┿╆〉	]〈[¨╇╊]ぅ
9:00	 ╃/]	╁〈¨[┿ぅ	╋╇[¨╁┿ぅ	╁	『╁╄〈╄
10:00	 ╃/《	 ‶¨]╊╄╃′╇╈	 ‶¨╊╄〈	 ╊╄╈〈╄′┿′〈┿	

ぁ]〈╇╊╊┿
11:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿
12:00	 ╃/]	 》〉╃【╇╄	 ‶[¨《╄]]╇╇	 ╁	 ╇]〈¨[╇╇	

╀[╇〈┿′╇╇
13:00	 ╃/]	 ╁	 ]¨╆′┿′╇╇	 ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨	

』╄╊¨╁╄╉┿
14:00	 ╃/]	╄╊╄′┿	‶[╄╉[┿]′┿ぅ
15:00	 ╃/]	╋｠	-	╄╁[¨‶╄╈『｠
16:00	 ╃/]	[╇╋	′╄	][┿╆〉	]〈[¨╇╊]ぅ
17:00	 ╃/]	╁〈¨[┿ぅ	╋╇[¨╁┿ぅ	╁	『╁╄〈╄
18:00	 ╃/《	 ‶¨]╊╄╃′╇╈	 ‶¨╊╄〈	 ╊╄╈〈╄′┿′〈┿	

ぁ]〈╇╊╊┿
19:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿
20:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ
21:00	 ╃/《	‶╄[╁｠╄	╊ぃ╃╇	╁	╉¨]╋¨]╄
22:00	 ╃/《	 ┿′′┿	 ╊╄〈╄′]╉┿:	 ╉¨╋╄╃╇┿′〈╉┿	 ╇	

′┿『╇]〈｠
23:00	 ╃/]	 《┿[┿¨′｠,	 ╉¨〈¨[｠╄	 ‶¨]〈[¨╇╊╇	

╄╂╇‶╄〈
0:00	 ╃/]	[┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ
1:00	 ╃/]	╃╄′を	′┿	╁¨╈′╄
2:00	 ╃/《	ぅ╉〉〈]╉┿ぅ	╋〉╋╇ぅ
3:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿
4:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ
5:00	 ╃/《	‶╄[╁｠╄	╊ぃ╃╇	╁	╉¨]╋¨]╄

6:00	 ╃/《	 ┿′′┿	 ╊╄〈╄′]╉┿:	 ╉¨╋╄╃╇┿′〈╉┿	 ╇	
′┿『╇]〈｠

7:00	 ╃/]	 《┿[┿¨′｠,	 ╉¨〈¨[｠╄	 ‶¨]〈[¨╇╊╇	
╄╂╇‶╄〈

8:00	 ╃/]	[┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ
9:00	 ╃/]	╃╄′を	′┿	╁¨╈′╄
10:00	 ╃/《	ぅ╉〉〈]╉┿ぅ	╋〉╋╇ぅ
11:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿
12:00	 ╃/]	╉¨╊¨′╇ぅ
13:00	 ╃/《	‶╄[╁｠╄	╊ぃ╃╇	╁	╉¨]╋¨]╄
14:00	 ╃/《	 ┿′′┿	 ╊╄〈╄′]╉┿:	 ╉¨╋╄╃╇┿′〈╉┿	 ╇	

′┿『╇]〈｠
15:00	 ╃/]	 《┿[┿¨′｠,	 ╉¨〈¨[｠╄	 ‶¨]〈[¨╇╊╇	

╄╂╇‶╄〈
16:00	 ╃/]	[┿╀¨〈¨[╂¨╁╊ぅ
17:00	 ╃/]	╃╄′を	′┿	╁¨╈′╄
18:00	 ╃/《	ぅ╉〉〈]╉┿ぅ	╋〉╋╇ぅ
19:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿
20:00	 ╃/《	‶¨[〈[╄〈	〉╇╊をぅ╋┿	【╄╉]‶╇[┿
21:00	 ╃/《	╊╄〈┿ぃ】╇╈	┿╁╇┿′¨]╄『
22:00	 ╃/]	╋¨′┿[》╇╇	┿╆╇╇
23:00	 ╃/]	╃[╄╁′╇╈	╄╂╇‶╄〈
0:00	 ╃/《	╉[¨╁を	′┿	′┿【╇》	[〉╉┿》
2:00	 ╃/《	ぅ】╇╉╇	]〈ぁ′╊╇	╉〉╀[╇╉┿
3:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿
4:00	 ╃/《	‶¨[〈[╄〈	〉╇╊をぅ╋┿	【╄╉]‶╇[┿
5:00	 ╃/《	╊╄〈┿ぃ】╇╈	┿╁╇┿′¨]╄『

6:00	 ╃/]	╋¨′┿[》╇╇	┿╆╇╇

7:00	 ╃/]	╃[╄╁′╇╈	╄╂╇‶╄〈

8:00	 ╃/《	╉[¨╁を	′┿	′┿【╇》	[〉╉┿》

10:00	 ╃/《	ぅ】╇╉╇	]〈ぁ′╊╇	╉〉╀[╇╉┿

11:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿

12:00	 ╃/《	‶¨[〈[╄〈	〉╇╊をぅ╋┿	【╄╉]‶╇[┿

13:00	 ╃/《	╊╄〈┿ぃ】╇╈	┿╁╇┿′¨]╄『

14:00	 ╃/]	╋¨′┿[》╇╇	┿╆╇╇

15:00	 ╃/]	╃[╄╁′╇╈	╄╂╇‶╄〈

16:00	 ╃/《	╉[¨╁を	′┿	′┿【╇》	[〉╉┿》

18:00	 ╃/《	ぅ】╇╉╇	]〈ぁ′╊╇	╉〉╀[╇╉┿

19:00	 ╃/]	』┿╈′｠╈	‶〉〈を	╁	′╄╀╄]┿

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

21:00	 ╃/《	]╄╉[╄〈′｠╄	╉¨╃｠

22:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╁¨╇′｠

23:00	 ╃/《	′¨』を	[┿╆╀╇〈｠》	╁╇〈[╇′

0:00	 ╃/]	╃[╄╁′╇╄	╆┿〈╄[ぅ′′｠╄	╂¨[¨╃┿

1:00	 ╃/]	╃╄′を	′┿	╁¨╈′╄

2:00	 ╃/]	]┿╋¨╄	〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄	〉╀╇╈]〈╁¨

3:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	‶〉』』╇′╇

4:00	 ╃/]	╉┿╉	╇]╉〉]]〈╁¨	]¨〈╁¨[╇╊¨	╋╇[

5:00	 ╃/《	]╄╉[╄〈′｠╄	╉¨╃｠

6:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╁¨╇′｠

7:00	 ╃/《	′¨』を	[┿╆╀╇〈｠》	╁╇〈[╇′

8:00	 ╃/]	╃[╄╁′╇╄	╆┿〈╄[ぅ′′｠╄	╂¨[¨╃┿

9:00	 ╃/]	╃╄′を	′┿	╁¨╈′╄

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

11:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	‶〉』』╇′╇

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

13:00	 ╃/《	]╄╉[╄〈′｠╄	╉¨╃｠

14:00	 ╃/]	╁╄╊╇╉╇╄	╁¨╇′｠

15:00	 ╃/《	′¨』を	[┿╆╀╇〈｠》	╁╇〈[╇′

16:00	 ╃/]	╃[╄╁′╇╄	╆┿〈╄[ぅ′′｠╄	╂¨[¨╃┿

17:00	 ╃/]	╃╄′を	′┿	╁¨╈′╄

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

19:00	 ╃/《	‶¨	]╊╄╃┿╋	‶〉』』╇′╇

20:00	 ╃/《	┿╃をぃ,	╋¨『┿[〈!

21:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	╉┿[〈¨《╄╊ぅ

22:00	 ╃/]	╇╆	‶╇¨′╄[¨╁	╁	╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00	 ╃/《	╀〉′〈	′┿	′╄╁¨╊を′╇』を╄╋	╉¨[┿╀╊╄

0:00	 ╃/]	[╇╋]╉┿ぅ	╇╋‶╄[╇ぅ

1:00	 ╃/]	ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿

2:00	 ╃/《	┿╆╇┿〈｠	╁	╂¨╊╊╇╁〉╃╄

3:00	 ╃ /《 	 ‶ ╄ [╁┿ぅ 	 ╋╇[¨╁┿ぅ 	 ╁¨╈′┿ 	 ╁	

╃¨╊¨╋╇〈¨╁｠》	┿╊を‶┿》

4:00	 ╃/《	┿╃をぃ,	╋¨『┿[〈!

5:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	╉┿[〈¨《╄╊ぅ

6:00	 ╃/]	╇╆	‶╇¨′╄[¨╁	╁	╋╇╊╊╇¨′╄[｠
7:00	 ╃/《	╀〉′〈	′┿	′╄╁¨╊を′╇』を╄╋	╉¨[┿╀╊╄
8:00	 ╃/]	[╇╋]╉┿ぅ	╇╋‶╄[╇ぅ
9:00	 ╃/]	ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿
10:00	 ╃/《	┿╆╇┿〈｠	╁	╂¨╊╊╇╁〉╃╄
11:00	 ╃ /《 	 ‶ ╄ [╁┿ぅ 	 ╋╇[¨╁┿ぅ 	 ╁¨╈′┿ 	 ╁	

╃¨╊¨╋╇〈¨╁｠》	┿╊を‶┿》
12:00	 ╃/《	┿╃をぃ,	╋¨『┿[〈!
13:00	 ╃/《	╇]〈¨[╇ぅ	╉┿[〈¨《╄╊ぅ
14:00	 ╃/]	╇╆	‶╇¨′╄[¨╁	╁	╋╇╊╊╇¨′╄[｠
15:00	 ╃/《	╀〉′〈	′┿	′╄╁¨╊を′╇』を╄╋	╉¨[┿╀╊╄
16:00	 ╃/]	[╇╋]╉┿ぅ	╇╋‶╄[╇ぅ
17:00	 ╃/]	ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿
18:00	 ╃/《	┿╆╇┿〈｠	╁	╂¨╊╊╇╁〉╃╄
19:00	 ╃ /《 	 ‶ ╄ [╁┿ぅ 	 ╋╇[¨╁┿ぅ 	 ╁¨╈′┿ 	 ╁	

╃¨╊¨╋╇〈¨╁｠》	┿╊を‶┿》
20:00	 ╃/《	╋┿[╇ぅ	╉┿╊╊┿]:	╅╇〈を	╇	〉╋╄[╄〈を	 ╆┿	

╇]╉〉]]〈╁¨	╇	╊ぃ╀¨╁を
21:00	 ╃/]	╂╄[¨╇	╋╄╃╇『╇′｠
22:00	 ╃/《	╅╄′】╇′｠	╉╄′′╄╃╇
23:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╈	‶¨╀╄╂
0:00	 ╃/《	╆┿〈╄[ぅ′′｠╄	╂¨[¨╃┿	┿╋┿╆¨′╉╇
1:00	 ╃/]	ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿
2:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╄	[╄╅╇]]╄[｠
3:30	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╇]〈¨[╇╇
4:00	 ╃/《	╋┿[╇ぅ	╉┿╊╊┿]:	╅╇〈を	╇	〉╋╄[╄〈を	 ╆┿	

╇]╉〉]]〈╁¨	╇	╊ぃ╀¨╁を
5:00	 ╃/]	╂╄[¨╇	╋╄╃╇『╇′｠

6:00	 ╃/《	╅╄′】╇′｠	╉╄′′╄╃╇

7:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╈	‶¨╀╄╂

8:00	 ╃/《	╆┿〈╄[ぅ′′｠╄	╂¨[¨╃┿	┿╋┿╆¨′╉╇

9:00	 ╃/]	ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿

10:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╄	[╄╅╇]]╄[｠

11:30	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╇]〈¨[╇╇

12:00	 ╃/《	╋┿[╇ぅ	╉┿╊╊┿]:	╅╇〈を	╇	〉╋╄[╄〈を	 ╆┿	

╇]╉〉]]〈╁¨	╇	╊ぃ╀¨╁を

13:00	 ╃/]	╂╄[¨╇	╋╄╃╇『╇′｠

14:00	 ╃/《	╅╄′】╇′｠	╉╄′′╄╃╇

15:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╈	‶¨╀╄╂

16:00	 ╃/《	╆┿〈╄[ぅ′′｠╄	╂¨[¨╃┿	┿╋┿╆¨′╉╇

17:00	 ╃/]	ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ	《╄[╋┿

18:00	 ╃/《	╁╄╊╇╉╇╄	[╄╅╇]]╄[｠

19:30	 ╃/]	╆┿╂┿╃╉╇	╇]〈¨[╇╇

20:00	 ╃/]	╂╄′╇┿╊を′｠╈	╃╇╆┿╈′

21:00	 ╃/《	 』〉╃╄]┿	 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇:	 ╃[╄╁′ぅぅ	

]〈¨╊╇『┿	╉╇〈┿ぅ

22:00	 ╃/《	〉┿╈╄〈〈	ぁ[‶

23:00	 ╃/]	′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈	‶[¨『╄]]

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«╀┿╀を╄	╊╄〈¨»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«╉〉》′ぅ»

11.30	╁	‶¨╇]╉┿》	╁╉〉]┿

12.00	》/《	«┿′╅╄╊╇╉┿»

15.40	«]╁┿╃╄╀′¨╄	‶╊┿〈を╄»

16.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

17.00	«╆╁┱╆╃′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

18.00,	04.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

18.30	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.30	«¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ.	╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

20.00	〈/]	«〈┿╉┿ぅ	¨╀｠』′┿ぅ	╅╇╆′を»

22.00	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╅╇╁╇〈╄	╁	[┿╃¨]〈╇»

01.20	〈/]	«┿〈╊┿′〈╇╃┿»

03.00	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	╁	‶¨╇]╉┿》	╁╉〉]┿

12.00	》/《	«┿′╅╄╊╇╉┿»

15.45	«]╁┿╃╄╀′¨╄	‶╊┿〈を╄»

16.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

17.00	«╆╁┱╆╃′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

18.00	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈┿╉┿ぅ	¨╀｠』′┿ぅ	╅╇╆′を»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	╃[┿╋┿	«╉¨╊╊╄╂╇»

01.25	》/《	«¨《╇『╄[	]‶╄『′┿╆┿»	

04.40	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«╀┿╀を╄	╊╄〈¨»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	╁	‶¨╇]╉┿》	╁╉〉]┿

12.00	》/《	«┿′╅╄╊╇╉┿»

15.40	«]╁┿╃╄╀′¨╄	‶╊┿〈を╄»

16.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

17.00	«╆╁┱╆╃′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

18.00	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈┿╉┿ぅ	¨╀｠』′┿ぅ	╅╇╆′を»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╉╇′-╃╆┿-╃╆┿»

02.05	〈/]	«‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

03.00	〈/]	«┿〈╊┿′〈╇╃┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«╀┿╀を╄	╊╄〈¨»

8.00	«‶¨	╃╄╊┿╋	′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

9.00	〈/]	«╁[┿』╄╀′┿ぅ	〈┿╈′┿»

10.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

11.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

11.30	╁	‶¨╇]╉┿》	╁╉〉]┿

12.00	》/《	«]	╃′┱╋	[¨╅╃╄′╇ぅ,	╉¨[¨╊╄╁┿!»	

14.15	«¨〈╉[¨╁╄′′｠╈	[┿╆╂¨╁¨[»

15.00	╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿

16.00	«╃╄╊┿	]╄╋╄╈′｠╄»

17.00	«╆╁┱╆╃′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

18.00	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.00	〈/]	«〈┿╉┿ぅ	¨╀｠』′┿ぅ	╅╇╆′を»

22.05	〈/]	«╃¨╉〈¨[	》┿〉]»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«╂╃╄	′┿》¨╃╇〈]ぅ	′¨《╄╊╄〈?»

01.05	〈/]	«┿〈╊┿′〈╇╃┿»

02.00	》/《	«╅╄]〈¨╉┿ぅ	]‶[┿╁╄╃╊╇╁¨]〈を»

6.00	«╃╇╉┿ぅ	╄╃┿»

6.30	«′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄	╇]〈¨[╇╇»

7.00	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

7.30	«╁╉〉]｠	╋╇[┿»

7.45	╉╇′¨[¨╋┿′	«╀¨╂┿』,	╀╄╃′ぅ╉»

14.00	«╃╄╊¨	┿]〈┿》¨╁┿»

15.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

16.00	》/《	«′¨]〈[┿╃┿╋〉]»

18.30	«╋¨ぅ	‶[┿╁╃┿»

19.00	╂╊┿╁′｠╄	′¨╁¨]〈╇

19.25	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35	«‶¨╊╄╆′｠╈	╁╄』╄[»

20.05	》/《	«]』┿]〈を╄	‶¨	[╄『╄‶〈〉»

23.00	′¨╁¨]〈╇-41

23.30	》/《	«]』┿]〈を╄	‶¨	[╄『╄‶〈〉»	¨╉¨′』┿′╇╄

00.00	》/《	«〈╄[╋╇′┿╊»

02.25	〈/]	«┿〈╊┿′〈╇╃┿»

04.15	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

6.30	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	«‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.30	]╉┿╆╉┿	«]╉┿╆╉┿,	[┿]]╉┿╆┿′′┿ぅ	′¨』をぃ»

8.50	》/《	«》¨〈╇〈╄	-	╁╄[を〈╄,	》¨〈╇〈╄	-	′╄〈...»

10.05	》/《	«╉¨╂╃┿	]¨╊′『╄	╀｠╊¨	╀¨╂¨╋.	╃[╄╁′╄╄	

‶[╄╃┿′╇╄»	

12.45	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

13.30	«]╊┿╃╉╇╄	╇]〈¨[╇╇»

14.00	«]‶[¨]╇〈╄	‶¨╁┿[┿»

15.00	«╅╄′]╉┿ぅ	《¨[╋┿»

16.00	》/《	«′╇╉¨╂╃┿	′╄	╆┿╀〉╃〉	〈╄╀ぅ»

18.00	«╉〉》′ぅ»

18.30	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

19.00	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

19.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«]〈╄‶《¨[╃]╉╇╄	╅┱′｠»

21.30	》/《	«〈ぃ╃¨[｠»	

23.30	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

00.00	》/《	«‶[╄╊╄]〈′¨╄	╃╇〈ぅ»

02.10	〈/]	«┿〈╊┿′〈╇╃┿»

04.00	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

05.00	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

6.00	«╃╇╉┿ぅ	╄╃┿»

6.30	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

7.00	‶[¨╂[┿╋╋┿	«36,6»

7.30	]╉┿╆╉┿	«]′╄╅′┿ぅ	╉¨[¨╊╄╁┿»

9.00	》/《	«]〈┿╉┿′	╁¨╃｠»

11.40	╋╄╊¨╃[┿╋┿	«╄]╄′╇ぅ»	

14.15	«╁╉〉]｠	╋╇[┿»

14.30	╃[┿╋┿	«‶╄]╉╇	╁[╄╋╄′╇	]╇╃′╇	【╄╊╃¨′┿»

18.00	«‶[¨	〉]┿〈｠》	╇	》╁¨]〈┿〈｠》»

18.45	«╂¨[¨╃]╉┿ぅ	╃〉╋┿.	》[¨′╇╉┿,	╃╄╊┿,	╊ぃ╃╇»

19.00	«╁╉〉]	╅╇╆′╇»

19.30	╉¨╋╄╃╇ぅ	«╋╄╅╃〉	′╄╀¨╋	╇	╆╄╋╊┱╈»

21.30	》/《	«〈ぃ╃¨[｠»	

23.30	〈/]	«¨╃′┿	╆┿	╁]╄》»

00.00	》/《	«〈╄╊を╋┿	╇	╊〉╇╆┿»

02.30	〈/]	«┿〈╊┿′〈╇╃┿»

04.20	〈/]	«╊┿╊¨╊┿»

05.15	«]╉┿╅╇,	』〈¨	′╄	〈┿╉?!»

6.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
6.55	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00	〉〈[¨	′┿	«5»
9.25	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
10.30	》/《	«′╄	╂¨[ぃ╈!»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
12.30	》/《	«′╄	╂¨[ぃ╈!»
12.40	〈/]	«]｠】╇╉╇»
13.40	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╆┿]〈┿╁┿	╅╇╊╇′┿»
20.00	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
22.30	╋¨╋╄′〈	╇]〈╇′｠
23.25	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋
00.00	【┿╂╇	╉	〉]‶╄》〉
01.00	〈/]	«╀[┿〈をぅ	‶¨	¨[〉╅╇ぃ»
03.05	》/《	«‶╄[╄]〈[╄╊╉┿»
04.35	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
6.55	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00	〉〈[¨	′┿	«5»
9.25	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
10.30	》/《	«╁╄[〈╇╉┿╊を»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
12.30	〈/]	«]｠】╇╉╇»
13.30	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╆┿]〈┿╁┿	╅╇╊╇′┿»
20.00	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
22.30	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
23.55	》/《	«′╄	╂¨[ぃ╈!»
01.40	》/《	«╆╇╂╆┿╂	〉╃┿』╇»
03.10	╅╄′]╉╇╈	╁╄』╄[
04.25	╊╇』′｠╄	╁╄】╇
05.05	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	〈/]	«╃╁¨╄	╇╆	╊┿[『┿»
6.55	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00	〉〈[¨	′┿	«5»
9.25	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
10.30,	12.30	》/《	«]》╁┿〈╉┿	╁	‶〉[╂╄»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
12.40	〈/]	«]｠】╇╉╇»
13.40	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╆┿]〈┿╁┿	╅╇╊╇′┿»
20.00	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«]╁¨╈-』〉╅¨╈»
22.30	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
23.55	》/《	«╁╄[〈╇╉┿╊を»
01.25	》/《	«╉╊ぃ』	╀╄╆	‶[┿╁┿	‶╄[╄╃┿』╇»
03.05	╅╄′]╉╇╈	╁╄』╄[
04.20	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈
05.00	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	〈/]	«]╁¨╈-』〉╅¨╈»
6.55	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00	〉〈[¨	′┿	«5»
9.25	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
10.30,	12.30	》/《	«‶¨]¨╊	]¨╁╄〈]╉¨╂¨	]¨ぃ╆┿»
12.00,	15.30	]╄╈』┿]
12.40	〈/]	«]｠】╇╉╇»
13.40	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30,	22.00	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╆┿]〈┿╁┿	╅╇╊╇′┿»
20.00	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«]╁¨╈-』〉╅¨╈»
22.30	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
00.05	》/《	«]》╁┿〈╉┿	╁	‶〉[╂╄»
01.45	》/《	«‶╊¨》¨╈	》¨[¨【╇╈	』╄╊¨╁╄╉»
03.25	╁]〈[╄』╇	′┿	╋¨》¨╁¨╈
04.05	‶[¨╂[╄]]
04.50	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00,	10.00	]╄╈』┿]
6.10	〈/]	«]╁¨╈-』〉╅¨╈»
6.55	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00	〉〈[¨	′┿	«5»
9.25	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
10.30	》/《	«]〈┿╉┿′	╁¨╃｠»
12.00	]╄╈』┿]
12.30	》/《	«]〈┿╉┿′	╁¨╃｠»
13.35	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
15.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30	]╄╈』┿]
16.00	¨〈╉[｠〈┿ぅ	]〈〉╃╇ぅ
18.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30	]╄╈』┿]
19.00	〈/]	«╆┿]〈┿╁┿	╅╇╊╇′┿»
20.00	╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄	》[¨′╇╉╇
20.30	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00	〈/]	«]╁¨╈-』〉╅¨╈»
23.00	〈/]	«[¨]]╇ぅ	╋¨╊¨╃┿ぅ»
00.35	》/《	«╀╄╉╉╄〈»
03.15	╅╄′]╉╇╈	╁╄』╄[

04.30	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.40	》/《	«《[┿╉	╃╊ぅ	【┿╊¨‶┿ぅ»

10.00	]╄╈』┿]

10.10	》/《	«╉¨[〈╇╉»

14.30	〈/]	«』╄〈｠[╄	〈┿′╉╇]〈┿	╇	]¨╀┿╉┿»

18.30	]╄╈』┿]

19.00	〈/]	«]｠】╇╉╇»

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

22.55	〈/]	«╀[┿〈をぅ	‶¨	¨[〉╅╇ぃ»

01.15	》/《	«╃╁┿	╋〉╊┿	╃╊ぅ	]╄]〈[｠	]┿[｠»

03.15	》/《	«‶¨]¨╊	]¨╁╄〈]╉¨╂¨	]¨ぃ╆┿»

04.40	╃/《	«‶¨╀╄╃╇〈╄╊を′╇『｠»

6.00	╃/]	«╁	‶¨╇]╉┿》	╆┿〈╄[ぅ′′｠》	╋╇[¨╁»

7.00	«′┿╄╃╇′╄	]	‶[╇[¨╃¨╈»

8.00	》/《	«╇	′┿	╉┿╋′ぅ》	[┿]〈〉〈	╃╄[╄╁をぅ»

10.00	]╄╈』┿]

10.10	》/《	«╇	′┿	╉┿╋′ぅ》	[┿]〈〉〈	╃╄[╄╁をぅ»

11.00	【┿╂╇	╉	〉]‶╄》〉

12.05	 ╇]〈¨[╇╇	 ╇╆	 ╀〉╃〉】╄╂¨	 ]	 ╋╇》┿╇╊¨╋	

╉¨╁┿╊を』〉╉¨╋

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

13.55	》/《	«‶¨╉[¨╁]╉╇╄	╁¨[¨〈┿»

16.40	 ╉¨′『╄[〈	 ╁╇╉╇	 『｠╂┿′¨╁¨╈	 «¨《╇『╄[｠	

[¨]]╇╇»

18.30	╂╊┿╁′¨╄

19.30	〈/]	«╆┿]〈┿╁┿	╅╇╊╇′┿»

23.00	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

00.00	》/《	«╉╇′-╃╆┿-╃╆┿!»

02.30	》/《	«′╄	╀¨╊╇〈	╂¨╊¨╁┿	〉	╃ぅ〈╊┿»

03.50	╋╄]〈¨	‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ

04.35	╃¨╉〉╋.	《╇╊を╋

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«╃╄[╆╉╇╄	╃′╇»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	〈/]	«‶[╇]〈┿╁｠»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	》/《	«╁	‶¨╇]╉┿》	╂┿╊┿╉〈╇╉╇»
23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
00.55	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
01.45	》/《	«╁	‶¨╇]╉┿》	╂┿╊┿╉〈╇╉╇»
03.15	》/《	«╀╄[╄╋	╁]╄	′┿	]╄╀ぅ»
04.30	》/《	«╃¨[¨╂┿	╁	‶┿[┿╃╇╆»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«╁¨]‶╇〈┿′╇╄	╅╄]〈¨╉¨]〈╇	〉	╅╄′】╇′	

╇	]¨╀┿╉»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	〈/]	«‶[╇]〈┿╁｠»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	》/《	«‶[¨╉╊ぅ〈╇╄»
23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.25	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
01.30	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»
02.25	》/《	«‶[¨╉╊ぅ〈╇╄»
04.20	》/《	«╁¨]‶╇〈┿′╇╄	╅╄]〈¨╉¨]〈╇	〉	╅╄′】╇′	

╇	]¨╀┿╉»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«]╋¨〈[╇	╁	¨╀┿»
12.10	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	〈/]	«‶[╇]〈┿╁｠»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30	》/《	«╉¨]〈¨╊¨╋»
23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
01.30	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»
02.30	》/《	«╉¨]〈¨╊¨╋»
04.30	》/《	«]╋¨〈[╇	╁	¨╀┿»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«¨‶┿]′｠╄	╃[〉╆をぅ»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	〈/]	«‶[╇]〈┿╁｠»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30,	02.30	》/《	«╉〉╊╊	-	╆┿╁¨╄╁┿〈╄╊を»
23.30	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
01.30	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»
04.20	》/《	«¨‶┿]′｠╄	╃[〉╆をぅ»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»
8.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨
9.30,	17.00	«]¨]╄╃╇»
10.00,	16.30	«╁′╄	╆┿╉¨′┿»
10.30	》/《	«[┿╆	′┿	[┿╆	′╄	‶[╇》¨╃╇〈]ぅ»
12.10	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
12.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
13.00	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
14.00	〈/]	«CSI»
15.00	〈/]	«‶[╇]〈┿╁｠»
16.00	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
17.30	]〉╃╄╀′｠╄	]〈[┿]〈╇
18.30	«╃╄′を»
19.30	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠»
21.30,	02.45	》/《	«‶[╇╆[┿╉	╃¨╋┿	′┿	》¨╊╋╄»
23.45	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»
00.45	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»
01.15	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»
01.45	〈/]	«╁｠	╆┿╉┿╆｠╁┿╊╇	〉╀╇╈]〈╁¨»

04.55	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.25	》/《	«[┿╆	′┿	[┿╆	′╄	‶[╇》¨╃╇〈]ぅ»

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.40	╃╄〈╄╉〈╇╁	«]╊〉』┿╈	╁	╉╁┿╃[┿〈╄	36-80»

11.20	〈/]	«╄╁╊┿╋‶╇ぅ	[¨╋┿′¨╁┿.	]╊╄╃]〈╁╇╄	╁╄╃╄〈	

╃╇╊╄〈┿′〈»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	》/《	«‶〉╊ぅ-╃〉[┿.	╁¨╆╁[┿】╄′╇╄	┿╂╄′〈┿»

18.30	》/《	«┿╉〉╊｠»

20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠.	〈¨‶	20»

21.30	«〉╂¨′»

22.00	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

23.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»

00.05	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

00.35	》/《	«┿′┿〈¨╋╇ぅ	]╋╄[〈╇»

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

02.05	》/《	«┿╉〉╊｠»

04.05	》/《	«╃¨[¨╂┿	╁	‶┿[┿╃╇╆»

05.45	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

6.00	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

6.35	》/《	«]╊〉』┿╈	╁	╉╁┿╃[┿〈╄	36-80»

8.00	«〈｠]ぅ』┿	╋╄╊¨』╄╈»

8.20	«╋╄╃╇『╇′]╉¨╄	¨╀¨╆[╄′╇╄»

8.30	╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.30	╀¨╄╁╇╉	«╁¨╊』をぅ	]〈┿ぅ»

11.20	〈/]	«╄╁╊┿╋‶╇ぅ	[¨╋┿′¨╁┿.	]╊╄╃]〈╁╇╄	╁╄╃╄〈	

╃╇╊╄〈┿′〈»

13.30	]┿╋¨╄	]╋╄【′¨╄	╁╇╃╄¨

14.30	》/《	«‶〉╊ぅ-╃〉[┿.	┿╂╄′〈	‶¨』〈╇	′╄	╁╇╃╄′»

18.30	》/《	«┿╉〉╊｠-2»

20.30	«╃¨[¨╅′｠╄	╁¨╈′｠.	〈¨‶	20»

21.30	«〉╂¨′»

22.00	«〉╊╄〈′¨╄	╁╇╃╄¨»

23.00	«╂¨╊｠╄	╇	]╋╄【′｠╄»

00.00	«╀[┿』′¨╄	』〈╇╁¨»

00.30	》/《	«┿′┿〈¨╋╇ぅ	]╋╄[〈╇»

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

02.05	〉╅┿]｠	«┿╉〉╊｠-2»

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

╂[╇′¨╋
14:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
14:40	 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿	╁	┿╋┿╆¨′╇╇
15:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
16:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
16:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
16:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
17:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
17:45	 [｠╀┿╊╉┿	╁	┿╁]〈[╇╇
18:40	 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
18:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
19:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
20:00	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋
20:40	 ¨》¨〈┿	╁	╂¨[┿》	〈ぅ′を-【┿′ぅ
21:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
22:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
23:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
23:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
23:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
0:25	 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ	̈ 》¨〈┿	]	]╄[╂╄╄╋	ぅ]〈[╅╄╋╀]╉╇╋
1:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
2:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
2:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
3:15	 ‶╊┿′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
3:30	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
3:50	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	′┿	╀┿╆╄	┿╁┿╊¨′
4:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

╂[╇′¨╋
5:00	 ╀¨╊を【┿ぅ	¨》¨〈┿
5:40	 ]╄[《╉┿]〈╇′╂	-	′┿]〈¨ぅ】┿ぅ	]〈[┿]〈を

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

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

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

╂[╇′¨╋
17:00	 ╃╇』を	╇	¨》¨〈′╇╉
17:40	 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿	╁	┿╋┿╆¨′╇╇
18:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
19:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
19:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
19:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
20:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
20:25	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
21:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
21:40	 ′┿》╊｠]〈
22:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
22:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
23:00	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋
23:40	 ¨》¨〈┿	╁	╂¨[┿》	〈ぅ′を-【┿′ぅ
0:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
1:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
1:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
2:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
2:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
2:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
3:25	 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ	̈ 》¨〈┿	]	]╄[╂╄╄╋	ぅ]〈[╅╄╋╀]╉╇╋
4:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
5:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
5:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇

6:15	 ‶╊┿′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
6:30	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
6:50	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	′┿	╀┿╆╄	┿╁┿╊¨′
7:15,	 22:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨-

′¨╋	╂[╇′¨╋
8:00	 ╀¨╊を【┿ぅ	¨》¨〈┿
8:40	 ]╄[《╉┿]〈╇′╂	-	′┿]〈¨ぅ】┿ぅ	]〈[┿]〈を
9:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
10:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
10:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
10:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
11:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
11:45	 ╊╄]′｠╄	[╄╈′╃╅╄[｠
12:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
13:35,	4:35	]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
14:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
14:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
15:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
15:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
16:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
16:40,	 19:10,	 21:30	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	 ╀╄╈╀¨╋	

╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
17:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
17:25	 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ	 ╁	 ╉┿╆┿》]〈┿′╄:	¨》¨〈┿	′┿	

╉¨╆╄[¨╂¨╁	╇	╋┿[┿╊¨╁
18:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
18:40	 ′┿》╊｠]〈
19:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
20:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
20:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
21:15	 ‶╊┿′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
21:50	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
23:00	 ╀¨╊を【┿ぅ	¨》¨〈┿
23:40	 [｠╀′｠╄	╋╄]〈┿	┿〈╊┿′〈╇╉╇
0:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
1:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
1:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
1:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
2:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
2:40	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
2:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
3:25	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
3:55	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	╁	┿]〈[┿》┿′╇	わ1
5:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
5:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠

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

╂[╇′¨╋
20:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
20:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
21:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
21:20	 ¨[〉╅╇╄	¨》¨〈｠.,	ぁ‶.1
22:00	 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ	¨》¨〈┿
22:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
23:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄
23:25	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
0:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
0:40	 ′┿》╊｠]〈
1:10	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
1:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿
2:00	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋
2:40	 ¨》¨〈┿	╁	╂¨[┿》	〈ぅ′を-【┿′ぅ
3:45	 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
4:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
4:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
5:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
5:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
5:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈

6:25	 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ	̈ 》¨〈┿	]	]╄[╂╄╄╋	ぅ]〈[╅╄╋╀]╉╇╋
7:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
8:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
8:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
9:15	 ‶╊┿′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
9:30	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
9:50	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	′┿	╀┿╆╄	┿╁┿╊¨′
10:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

╂[╇′¨╋
11:00	 ╀¨╊を【┿ぅ	¨》¨〈┿
11:40	 ]╄[《╉┿]〈╇′╂	-	′┿]〈¨ぅ】┿ぅ	]〈[┿]〈を
12:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
13:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
13:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
13:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
14:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
14:45	 ╊╄]′｠╄	[╄╈′╃╅╄[｠
15:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈
16:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄
17:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
17:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
18:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄
18:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿
19:00	 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ	[｠╀┿╊╉┿
19:40	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
20:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄
20:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿
20:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈
21:25	 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ	̈ 》¨〈┿	]	]╄[╂╄╄╋	ぅ]〈[╅╄╋╀]╉╇╋
22:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠
23:00	 ╂¨[╃¨′	╁	╆┿]┿╃╄
23:40	 ‶¨╃╁¨╃′｠╄	[╄‶¨[〈┿╅╇	╂┿ぅ	》┿[╁╇
0:15	 ‶╊┿′╄〈┿	[｠╀┿╉┿
0:30	 ]╄╉[╄〈｠	̈ 》¨〈｠	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋
0:50	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
1:15	 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ	 [｠╀┿╊╉┿	 ]	 [¨╀]¨′¨╋	

╂[╇′¨╋
2:00	 ╀¨╊を【┿ぅ	¨》¨〈┿
2:40	 [｠╀′｠╄	╋╄]〈┿	┿〈╊┿′〈╇╉╇
3:45	 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇	¨》¨〈｠	′┿	[〉]╇
4:00	 ]′┿]〈╇	╇	]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
4:15	 ¨》¨〈┿	╇	[｠╀┿╊╉┿	]	╃╅╄《《¨╋	〈¨╋┿]¨╋
4:45	 ╋╇[	‶¨╃╁¨╃′¨╈	¨》¨〈｠
5:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨
5:40	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈
5:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈

6:25	 ]╄╉[╄〈｠	[｠╀┿╊╉╇	]	╀╄╈╀¨╋	╁╇′╉╄╊を╋┿′¨╋

6:55	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	╁	┿]〈[┿》┿′╇	わ1

7:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄

8:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

8:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠

9:05	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄

9:20	 ╉┿╊╄′╃┿[を	¨》¨〈′╇╉┿

10:00	 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ	¨》¨〈┿

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

11:00	 ′┿	╉[ぃ』╉╄

11:25	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠

12:25	 ╃╇┿╊¨╂╇	¨	[｠╀┿╊╉╄

12:40	 ′┿》╊｠]〈

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

13:30	 ‶╊┿′╄〈┿	¨》¨〈′╇╉┿

14:00	 ‶¨╃	╁¨╃¨╈	]	[〉╅を╄╋

14:40	 ¨》¨〈┿	′┿	¨╊╄′ぅ	╁	┿[╂╄′〈╇′╄

16:05	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈

16:30	 ‶╊A′╄〈┿	[｠╀┿╉┿

17:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

17:30	 ¨〈	′┿【╄╂¨	【╄《┿

17:45	 ]╊╄╃¨‶｠〈

18:25	 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ	̈ 》¨〈┿	]	]╄[╂╄╄╋	ぅ]〈[╅╄╋╀]╉╇╋

19:00	 ╃′╄╁′╇╉╇	╀¨╊を【¨╈	¨》¨〈｠

20:00	 ╉╊╄╁¨╄	╋╄]〈¨

20:40	 ¨]′¨╁′¨╈	╇′]〈╇′╉〈

20:55	 ┿╊を╋┿′┿》	]〈[┿′]〈╁╇╈

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

21:55	 [｠╀¨╊¨╁′｠╈	《╄]〈╇╁┿╊を	╁	┿]〈[┿》┿′╇	わ2

22:35	 ]	〉╃¨』╉¨╈	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	¨╉╄┿′╄

23:00	 [｠╀┿╊╉┿	╁	¨〈╉[｠〈¨╋	╋¨[╄

23:35	 ╇]〈¨[╇ぅ	¨》¨〈｠
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‶け こけしすぇくけゃかっくうの こさぇ-
ゃうすっかぬしすゃぇ, 4 うのくは しさけお 
ょっえしすゃうは すぇかけくけゃ すったけし-
きけすさぇ, うしすっおぇのとうた ゃ 2011 
ゅ., こさけょかっゃぇっすしは くぇ ゅけょ. 
′けゃてっしすゃけ おぇしぇっすしは すけかぬ-
おけ かっゅおけゃにた ぇゃすけきけぉうかっえ し 
さぇいさってひくくけえ きぇししけえ ょけ 3,5 
す, きけすけちうおかけゃ う こさうちっこけゃ お 
くうき. «┿きくうしすうは» くぇ すったけし-
きけすさ くっ おけしくひすしは すさぇくしこけさ-
すぇ, おけすけさにえ けしせとっしすゃかはっす 
こぇししぇあうさしおうっ こっさっゃけいおう 
くぇ おけききっさつっしおけえ けしくけゃっ, 
きぇさてさせすけお う ぇゃすけぉせしけゃ 
(ゃきっしすうきけしすぬの けす ゃけしぬきう 
きっしす う ぉけかっっ), うしこけかぬいせっ-
きにた ょかは こっさっゃけいおう こぇししぇ-
あうさけゃ, ぇゃすけきけぉうかっえ, こっさっ-
ゃけいはとうた けこぇしくにっ ゅさせいに, 
せつっぉくにた ぇゃすけ, すさぇくしこけさすぇ 
しけ しこっちしうゅくぇかぇきう.

[ぇしこけさはあっくうっ わ413 け こさぇ-
ゃうかぇた こさけたけあょっくうは すったけしきけすさぇ 
ぉにかけ こけょこうしぇくけ こさっきぬっさ-きう-
くうしすさけき ╁かぇょうきうさけき ‶せすうくにき 
24 きぇは. ‶けおぇ ゃ さっゅうけくぇかぬくにた 
╂╇╀╃╃ けあうょぇのす こけかせつっくうは くけ-
ゃにた うくしすさせおちうえ. 

′ぇこけきうくぇっき, つすけ し うくうちうぇすう-
ゃけえ けすきっくうすぬ うかう おぇさょうくぇかぬくけ 
せこさけしすうすぬ こけさはょけお すったけしきけすさぇ 
こっさゃにき ゃにしすせこうか ‶さっいうょっくす [《 
╃きうすさうえ ╋っょゃっょっゃ, いぇはゃうゃてうえ 
ゃ たけょっ こさっしし-おけくそっさっくちうう ゃ 
]おけかおけゃけ, つすけ ねすぇ こさけちっょせさぇ «くっ 
ょけかあくぇ ぉにすぬ ぉっししきにしかっくくけえ, けぉ-
さっきっくうすっかぬくけえ う こさけしすけ ょせさぇち-
おけえ», しすぇゃはとっえ «ゃしった ゃ くっせょけぉ-
くけっ こけかけあっくうっ». «ぅ しつうすぇの, つすけ 
すさう ゅけょぇ すけつくけ こけしかっ こけおせこおう 
ぇゃすけきけぉうかは きけあくけ ょぇすぬ かぬゅけすくけ-
ゅけ しさけおぇ. ╄しかう ぇゃすけすさぇくしこけさすくけっ 
しさっょしすゃけ うしこけかぬいせっすしは けす すさひた ょけ 
しっきう かっす, っゅけ きけあくけ けしきぇすさうゃぇすぬ 
けょうく さぇい ゃ ょゃぇ ゅけょぇ», – ょけぉぇゃうか 
ゅかぇゃぇ ゅけしせょぇさしすゃぇ.

‶けかうちうは ぉせょっす こさけゃっさはすぬ 
せ ゃけょうすっかっえ すぇかけくに すったけし-
きけすさぇ, つすけ くうおぇお くっ こさけすう-
ゃけさっつうす こさうくはすにき こさぇゃう-
すっかぬしすゃけき ういきっくっくうはき け 
こさけょかっくうう 〈¨ くぇ けょうく ゅけょ. 
〈ぇおけっ いぇはゃかっくうっ しょっかぇか いぇ-
きくぇつぇかぬくうおぇ ょっこぇさすぇきっくすぇ 
けぉっしこっつっくうは ぉっいけこぇしくけしすう 
ょけさけあくけゅけ ょゃうあっくうは ╋╁╃ 
[《 ╁かぇょうきうさ ╉せいうく.

‶け っゅけ しかけゃぇき, こけしすぇくけゃかっくうっ 
こさぇゃうすっかぬしすゃぇ け こさけょかっくうう ょけ 
2012 ゅ. 〈¨ いくぇつうすっかぬくけ せこさけとぇ-
っす こさけちっょせさせ すったけしきけすさぇ, けょくぇ-
おけ ねすけ くっ いくぇつうす, つすけ ゃけょうすっかう 
ょけかあくに っいょうすぬ ぉっい しけけすゃっすしすゃせ-
のとうた すぇかけくけゃ. «〈ぇかけく ゃ かのぉけき 
しかせつぇっ ょけかあっく ぉにすぬ», – いぇはゃうか 
こさっょしすぇゃうすっかぬ ╂╇╀╃╃.

ÌÎÐÀÒÎÐÈÉ ÍÀ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐ 
ÑÅÃÎÄÍß ÂÑÒÓÏÈË Â ÑÈËÓ…
«╀╄]]╋｠]╊╄′′┿ぅ, ¨╀[╄╋╄′╇〈╄╊を′┿ぅ ╇ ‶[¨]〈¨ ╃〉[┿『╉┿ぅ ‶[¨『╄╃〉[┿» 

╆┿╋¨[¨╅╄′┿

]‶[┿╁╉┿
╆ぇおけくけこさけっおす, こっさっょぇのとうえ そせくお-

ちうう すったけしきけすさぇ すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ 
けす ╂╇╀╃╃ おけききっさつっしおうき しすさせおすせさぇき, 
╂けしょせきぇ こさうくはかぇ ゃ こっさゃけき つすっくうう ゃ 
くぇつぇかっ うのかは こさけてかけゅけ ゅけょぇ.

]けゅかぇしくけ くけゃけえ さっょぇおちうう いぇおけくけこさけ-
っおすぇ ぇゃすけゃかぇょっかっち くっ しきけあっす いぇおかの-
つうすぬ ょけゅけゃけさ けぉはいぇすっかぬくけゅけ しすさぇたけゃぇ-
くうは ぇゃすけゅさぇあょぇくしおけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう 
(¨]┿╂¨) ぉっい こさっょなはゃかっくうは すぇかけくぇ すっ-
たけしきけすさぇ. 〈け っしすぬ そぇおすうつっしおう そせくおちうは 
こけ けしせとっしすゃかっくうの おけくすさけかは いぇ こさけちっ-
ょせさけえ ぉせょっす こっさっょぇくぇ しすさぇたけゃにき おけき-
こぇくうはき.

‶さう ねすけき くけゃにっ ぇゃすけきけぉうかう (ょけ すさひた 
かっす) くっ ぉせょせす こさけたけょうすぬ すったけしきけすさ. ╃ぇ-
かっっ ょかは ゃかぇょっかぬちっゃ ぇゃすけきけぉうかっえ けす すさひた 
ょけ しっきう かっす せしすぇくぇゃかうゃぇっすしは くっけぉたけょう-
きけしすぬ こさけたけあょっくうは 〈¨ さぇい ゃ ょゃぇ ゅけょぇ, 
ぇ きぇてうくに しすぇさてっ しっきう かっす ぉせょせす けぉはいぇ-
くに ょっかぇすぬ ねすけ っあっゅけょくけ. ╁ すけ あっ ゃさっきは 
ゅさせいけゃけえ う こぇししぇあうさしおうえ ぇゃすけすさぇくしこけさす 
ょけかあっく ぉせょっす こさけたけょうすぬ すったけしきけすさ さぇい ゃ 
こけかゅけょぇ.

‶け しかけゃぇき ぇゃすけさけゃ, いぇおけくけこさけっおす せしすぇ-
くぇゃかうゃぇっす ょゃせたかっすくうえ こっさったけょくにえ こっさう-
けょ し くぇつぇかぇ ょっえしすゃうは いぇおけくぇ ゃ しかせつぇっ っゅけ 

こさうくはすうは し 1 はくゃぇさは 2012 ゅけょぇ. ╁ ねすけす 
こっさうけょ ぇゃすけゃかぇょっかぬちに しきけゅせす けぉさぇとぇすぬ-
しは おぇお ゃ ょっえしすゃせのとうっ しっえつぇし ちっくすさに こけ 
こさけたけあょっくうの すったけしきけすさぇ, すぇお う ゃけ ゃくけゃぬ 
しけいょぇくくにっ しすさせおすせさに, う こさう くっけぉたけょうきけ-
しすう いぇおけくけょぇすっかう しきけゅせす ゃくけしうすぬ ゃ いぇおけく 
こけこさぇゃおう, うしたけょは うい こさぇおすうおう っゅけ こさう-
きっくっくうは.

‶かぇくうさせっすしは, つすけ ゃ ぉせょせとっき ょぇくくにっ 
け こさけたけあょっくうう 〈¨ ぉせょせす ゃおかのつぇすぬしは ゃ 
しこっちうぇかぬくせの ぇゃすけきぇすういうさけゃぇくくせの ぉぇいせ 
ょぇくくにた. ¨ょくぇおけ こっさゃけっ ゃさっきは ぇゃすけゃかぇ-
ょっかぬちぇき っとひ ぉせょっす ゃにょぇゃぇすぬしは しぇき すぇかけく, 
おけすけさにえ けくう ょけかあくに ぉせょせす こさっょなはゃうすぬ 
しすさぇたけゃけえ おけきこぇくうう.

』すけぉに ちっくに くぇ 〈¨ いくぇつうすっかぬくけ くっ ゃに-
さけしかう, いぇおけくけこさけっおす けしすぇゃかはっす いぇ 《っ-
ょっさぇかぬくけえ しかせあぉけえ こけ すぇさうそぇき こさぇゃけ 
せしすぇくぇゃかうゃぇすぬ こさっょっかぬくにっ すぇさうそに. 
╉ぇあょにえ さっゅうけく しきけあっす さっゅせかうさけゃぇすぬ 
ねすう すぇさうそに, こさぇゃょぇ, すけかぬおけ ゃ しすけさけくせ 
こけくうあっくうは.

] きけきっくすぇ ゃしすせこかっくうは ゃ しうかせ くけゃけゅけ いぇ-
おけくぇ ぇゃすけゃかぇょっかぬちに くっ ぉせょせす こさうゃはいぇくに くう 
お さっゅうけくせ, くう お きせくうちうこぇかぬくけきせ けぉさぇいけゃぇ-
くうの こさう こさけたけあょっくうう 〈¨, すけ っしすぬ けくう しきけ-
ゅせす こさけえすう こさけちっょせさせ ゃ かのぉけき すったちっくすさっ 
しすさぇくに.

╉ぇお けすきっすうか ゅかぇゃぇ すさぇくしこけさすくけゅけ おけきう-
すっすぇ ╂けしょせきに, ょうかっさしおうっ ちっくすさに こけ こさけ-
ゃっょっくうの すったけしきけすさぇ ぉせょせす ゃにたけょうすぬ くぇ 
さにくけお つっさっい こさけちっょせさせ ぇおおさっょうすぇちうう. ‶さう 
ねすけき ゃにょぇゃぇすぬ しけけすゃっすしすゃせのとうえ ょけおせきっくす 
ぉせょっす ]けのい ぇゃすけしすさぇたけゃとうおけゃ [けししうう, ぇ 
こさぇゃうかぇ ぇおおさっょうすぇちうう さぇいさぇぉけすぇっす ╋うくね-
おけくけきさぇいゃうすうは.

‶け しかけゃぇき こぇさかぇきっくすぇさうは, ゃ いぇおけくけこさけ-
っおすっ こさっょせしきけすさっく きったぇくういき いぇとうすに ぇゃすけゃ-
かぇょっかぬちっゃ けす いかけせこけすさっぉかっくうえ こさう こさけゃっ-
ょっくうう こさけちっょせさに すったけしきけすさぇ. ╁ つぇしすくけしすう, 
ゃけょうすっかぬ くぇ かのぉけき ねすぇこっ こさけたけあょっくうは 〈¨ 
しきけあっす いぇぉさぇすぬ ょけおせきっくすに う せったぇすぬ ゃ ょさせ-
ゅけえ すったちっくすさ, っしかう せゃうょうす, つすけ っきせ くぇゃはいに-
ゃぇのすしは すっ うかう うくにっ せしかせゅう. ╁きっしすっ し すっき, けく 
ゃにさぇいうか くぇょっあょせ, つすけ おぇあょにえ ょうかっさ ぉせょっす 
ょけさけあうすぬ しゃけっえ さっこせすぇちうっえ う ういぉっゅぇすぬ こけ-
ょけぉくにた しうすせぇちうえ.

╉さけきっ すけゅけ, いぇおけくけょぇすっかう ゃゃけょはす しけ-
かうょぇさくせの けすゃっすしすゃっくくけしすぬ すったちっくすさけゃ う 
ゃけょうすっかっえ いぇ くっうしこさぇゃくけしすう ゃ ぇゃすけきけぉう-
かっ, おけすけさにっ はゃうかうしぬ こさうつうくけえ ╃〈‶. ╄しかう 
しすさぇたけゃぇは おけきこぇくうは しせきっっす ょけおぇいぇすぬ, つすけ 
こさけちっょせさぇ 〈¨ くっ ぉにかぇ しけぉかのょっくぇ うかう 
こさけゃっょっくぇ たぇかぇすくけ う ねすけ しすぇかけ こさうつうくけえ 
╃〈‶, すけ すったちっくすさ ぉせょっす けすゃっつぇすぬ いぇ すぇおうっ 
くぇさせてっくうは.

╃¨╊╅′╇╉ ╋¨╅╄〈 ‶¨‶╊┿〈╇〈を]ぅ?
╆┿╉¨′, こけいゃけかはのとうえ ういにきぇすぬ せ ょけかあくうおぇ ゃけょうすっかぬしおけっ せょけしすけゃっさっくうっ うかう しこっちうぇかぬくにっ 

かうちっくいうう ょけ せこかぇすに うき ょけかゅぇ, きけあっす ぉにすぬ こさうくはす ╂けしょせきけえ [《 ゃ 2012-2013 ゅけょぇた. ╇しおかの-
つっくうっ しょっかぇのす ゃけょうすっかはき ぇゃすけぉせしけゃ, きぇさてさせすけお, すぇおしう, ぇ すぇおあっ かのょはき, おけすけさにっ けぉしかせあうゃぇのす 
う けぉっしこっつうゃぇのす うくゃぇかうょけゃ. ╋くっくうは ねおしこっさすけゃ こけ ねすけきせ こけゃけょせ さぇいょっかうかうしぬ.

《っょっさぇかぬくぇは しかせあぉぇ しせょっぉくにた こさうしすぇゃけゃ こけ うくうちう-
ぇすうゃっ ょっこせすぇすけゃ こけょゅけすけゃうかぇ いぇおけくけこさけっおす, おけすけさにえ 
こけいゃけかうす こさうけしすぇくぇゃかうゃぇすぬ ょっえしすゃうっ くっおけすけさにた ょけおせ-
きっくすけゃ – ゃけょうすっかぬしおうた こさぇゃ, こさぇゃ くぇ せこさぇゃかっくうっ ゃけい-
ょせてくにきう う ゃけょくにきう ゃうょぇきう すさぇくしこけさすぇ, かうちっくいうえ くぇ 
けたけすせ う すぇお ょぇかっっ, – いぇ ょけかゅう. ╆ぇおけくけこさけっおす せあっ こさけ-
てひか さはょ ねおしこっさすうい う ゃ しおけさけき ゃさっきっくう ぉせょっす ゃにくっしっく 
くぇ さぇししきけすさっくうっ ゃ ╂けしょせきせ. 

′っけぉたけょうきけしすぬ こけょけぉくにた きっさ こっさゃにえ いぇきっしすうすっかぬ 
ょうさっおすけさぇ 《っょっさぇかぬくけえ しかせあぉに しせょっぉくにた こさうしすぇゃけゃ 
(《]]‶) ]っさゅっえ ]ぇいぇくけゃ けぉなはしくうか すっき, つすけ し すけつおう いさっ-
くうは いぇおけくぇ ょけかあくうおぇ こけえきぇすぬ すさせょくけ.

«¨つっくぬ つぇしすけ ぉにゃぇのす しかせつぇう, おけゅょぇ せ ょけかあくうおぇ ゃしひ 
うきせとっしすゃけ こっさっこうしぇくけ くぇ ょさせいっえ, さけょしすゃっくくうおけゃ, こけょ-
しすぇゃくにた かうち, ぇ しぇき ょけかあくうお ゃけけぉとっ くうつっゅけ くっ うきっっす, 
こさう ねすけき けく っいょうす ゃ さけしおけてくけえ きぇてうくっ, たけょうす くぇ けたけすせ, 
うきっっす しゃけえ おぇすっさ うかう はたすせ», – いぇはゃうか 
あせさくぇかうしすぇき ]ぇいぇくけゃ. 

‶け きくっくうの こさっょしすぇゃうすっかっえ 《]]‶, 
ょけおせきっくす くっ せとっきかはっす こさぇゃ ゅさぇあょぇく 
う くぇたけょうすしは ゃ しけけすゃっすしすゃうう し きうさけゃけえ 
こさぇおすうおけえ う こけかけあっくうっき 4 こさけすけおけかぇ 
╄ゃさけこっえしおけえ おけくゃっくちうう, おけすけさぇは さぇい-
さってぇっす けゅさぇくうつうゃぇすぬ こさぇゃぇ すった, おすけ 
くぇさせてぇっす いぇおけく. 

]かせあぉぇ せすけつくはっす, つすけ けゅさぇくうつうゃぇすぬ 
しこっちうぇかぬくにっ こさぇゃぇ ょけかあくうおぇ こさっょこけ-
かぇゅぇっすしは すけかぬおけ くぇ けしくけゃぇくうう しせょっぉ-

くけゅけ さってっくうは う すけかぬおけ ゃ けすくけてっくうう いかけしすくにた ょけかあくう-
おけゃ. ‶さう ねすけき くっけすなっきかっきにっ こさぇゃぇ ゅさぇあょぇく, こけ きくっくうの 
しせょっぉくにた こさうしすぇゃけゃ, くっ くぇさせてぇのすしは.

«ぅ しつうすぇの, つすけ っしかう せ つっかけゃっおぇ っしすぬ ょけかゅ, ぇ けく おぇすぇ-
っすしは くぇ きぇてうくっ, ねすけ くっこさぇゃうかぬくけ. ¨く ょけかあっく さぇしこかぇ-
つうゃぇすぬしは ゃしっき すっき うきせとっしすゃけき, おけすけさけっ せ くっゅけ っしすぬ, ゃ 
すけき つうしかっ すさぇくしこけさすくにき しさっょしすゃけき», – しつうすぇっす ぇょゃけおぇす 
]っさゅっえ ╄かうしっっゃ.

〈っき くっ きっくっっ, せ いぇおけくけこさけっおすぇ っしすぬ う こさけすうゃくうおう, おけ-
すけさにっ しつうすぇのす, つすけ すぇお きけあくけ ょぇかっおけ いぇえすう, う かうてぇすぬ 
ょけかあくうおけゃ くっ すけかぬおけ ゃけょうすっかぬしおうた こさぇゃ, くけ う ょさせゅうた 
ょけおせきっくすけゃ.

«ぁすけ こけかくにえ ぇぉしせさょ. ぁすけ ゃしひ さぇゃくけ, つすけ かうてぇすぬ つっ-
かけゃっおぇ しゃうょっすっかぬしすゃぇ け いぇおかのつっくうう ぉさぇおぇ, ょうこかけきぇ 
け ゃにしてっき けぉさぇいけゃぇくうう いぇ ょけかゅう», – いぇはゃうか ぇょゃけおぇす, 
こさぇゃけいぇとうすくうお, こさっょしっょぇすっかぬ こさぇゃかっくうは ╋っあさっゅうけ-

くぇかぬくけえ けぉとっしすゃっくくけえ けさゅぇくういぇちうう 
«]こさぇゃっょかうゃけしすぬ» ┿くょさっえ ]すけかぉせくけゃ.
***

′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ さけししうえしおけっ 
いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけ さぇいさってぇっす くぇ-
おかぇょにゃぇすぬ ぇさっしす う さっぇかういけゃにゃぇすぬ 
うきせとっしすゃけ ょけかあくうおぇ, ゃさっきっくくけ 
けゅさぇくうつうゃぇすぬ っゅけ こさぇゃけ くぇ ゃにっいょ うい 
しすさぇくに. ╁ くっおけすけさにた さっゅうけくぇた しせ-
ょっぉくにっ こさうしすぇゃに すぇおあっ こにすぇのすしは 
こけかせつうすぬ ょけしすせこ お しつっすぇき ぇぉけくっくすけゃ 
きけぉうかぬくけえ しゃはいう.

╀╄[┱╆¨╁]╉╇╄ ╃¨[¨╂╇ 
‶¨‶┿╊╇ ╁ «[けしぅきぇ»

]╁╄[╃╊¨╁』┿′╄ あぇかせのすしは くぇ はきに くぇ ょけさけゅぇた ゃ ╇くすっさくっ-
すっ: ぉかけゅっさ ┿かっおしっえ ′ぇゃぇかぬくにえ いぇこせしすうか くけゃにえ こさけっおす 

«[けしぅきぇ».
』すけぉに こけょぇすぬ いぇはゃおせ 

くぇ しぇえす, くせあくけ しそけすけゅさぇ-
そうさけゃぇすぬ «ょけさけあくにえ ょっ-
そっおす», こけしかっ つっゅけ くぇょけ 
せおぇいぇすぬ ぇょさっし う しすぇすせし 
ょけさけあくけゅけ こけゃさっあょっくうは. 
]さっょう ゃうょけゃ, くぇこさうきっさ, 
«はきぇ くぇ ょけさけゅっ», «さぇい-
ぉうすぇは ょけさけゅぇ» う «はきぇ 
ゃけ ょゃけさっ». ′っけぉたけょうきけ 
こけょけあょぇすぬ 37 おぇかっくょぇさ-
くにた ょくっえ し きけきっくすぇ さっゅうしすさぇちうう 
ゃぇてっゅけ いぇはゃかっくうは, う, っしかう ょっそっおす 
くっ けすさっきけくすうさけゃぇく, しかっょせっす けすこさぇ-
ゃうすぬ あぇかけぉせ ゃ こさけおせさぇすせさせ, − こう-
てっす ╄┿′.

«]けゅかぇしくけ ょっえしすゃせのとっきせ ゃ [けし-
しうう ╂¨]〈せ 50597–93 さぇいきっさに はき くっ 
ょけかあくに ぉにすぬ ぉけかぬてっ 15 しき こけ ょかう-
くっ, 60 しき ゃ てうさうくせ う 5 しき ゃ ゅかせぉうくせ. 
╁しっ はきに, おけすけさにっ ぉけかぬてっ たけすは ぉに 
こけ けょくけきせ こぇさぇきっすさせ ょけかあくに ぉにすぬ 
けぉけいくぇつっくに ょけさけあくにきう いくぇおぇきう, ぇ 
ゃ せしかけゃうはた くっょけしすぇすけつくけえ ゃうょうきけ-
しすう – いぇゅさぇあょっくうっき し しうゅくぇかぬくにきう 
けゅくはきう», – ゅけゃけさうすしは くぇ こけさすぇかっ.

]さっょう けしすぇゃかっくくにた いぇ-
はゃけお っしすぬ う しゃっさょかけゃしおうっ 
いぇはゃおう. 〈ぇお, こけかぬいけゃぇすっかぬ 
╅╅ andrvkn しけけぉとうか け 
はきっ くぇ こっさっおさひしすおっ せかうち 
╊っくうくぇ–╉ぇさかぇ ╊うぉおくったすぇ 
ゃ [っゃょっ. 〈ぇおあっ しさっょう いぇは-
ゃけお っしすぬ あぇかけぉに くぇ はきに ゃ 
╀っさひいけゃしおけき, ‶けかっゃしおけき 
う ょさせゅうた きせくうちうこぇかうすっ-
すぇた ]さっょくっゅけ 〉さぇかぇ.

╉ぇお しけけぉとぇのす けさゅぇくういぇすけさに 
こけさすぇかぇ, しぇえす ょけかあっく けぉなっょうくうすぬ 
ゅさぇあょぇく, おけすけさにっ しすけかおくせかうしぬ 
し くっおけきこっすっくすくけしすぬの ょけさけあくにた 
しかせあぉ, くっ ゃにこけかくはのとうた しゃけうた けぉは-
いぇすっかぬしすゃ.

¨すきっすうき, つすけ しっえつぇし ゃ «おけかかっお-
ちうう» 289 ょっそっおすけゃ, うい おけすけさにた 13 
せあっ うしこさぇゃかっくに.

¨さゅぇくういぇすけさ こさけっおすぇ ┿かっおしっえ ′ぇ-
ゃぇかぬくにえ ゃ しゃけひき ぉかけゅっ けすきっつぇっす, つすけ 
«╇ょっは けつっくぬ こさけしすぇは. ]こっちうぇかぬくけ さっ-
ゅうしすさうさけゃぇすぬしは くぇ しぇえすっ くっ くぇょけ. ╋けあ-
くけ うしこけかぬいけゃぇすぬ しゃけえ ぇおおぇせくす ゃ すゃうすすっ-
さっ, ああ, そねえしぉせおっ うかう ゃおけくすぇおすっ».
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[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
‶けさけしはすぇ, 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.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
╉けきくぇすせ, ′╀‶. 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

〈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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶けきっとっくうっ, 61 き2, せか. ╉さ. ╂っさけ-
っゃ, 4/1, こけょ けそうし, きぇゅぇいうく. 8-922-
10-08-999.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
╉けきくぇすせ. 8-922-12-94-811.

[╄╉╊┿╋┿

╉ゃぇさすうさせ. 8-902-50-03-550.
[╄╉╊┿╋┿

[せししおぇは しっきぬは しくうきっす ょけき, 
おゃぇさすうさせ. 8-965-54-50-277.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
2-おけきく. おゃ., 1/5, おうさこ., "たさせと.", 
おけきく. ういけかうさ., 40,6/25,6/6, せか. 
〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 52. 『. 1550 す.さ. 
8-922-17-86-518.

[╄╉╊┿╋┿

3-おけきく. おゃ., せか. ]すさけうすっかっえ, 6, 2 
ねすぇあ, 70 き2, しけゃさっきっくくぇは けすょっかおぇ, 
きっぉっかぬ, ょういぇえく, ょせて. おぇぉうくぇ し こぇさけ-
ゅっくっさぇすけさけき, しすっおかけこぇおっすに. ]さけつくけ. 
『. 2700 す.さ., そけすけ っしすぬ くぇ しぇえすっ E 1. 
8-912-28-56-018, ╊のょきうかぇ.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╃けき, せか. ╊っくうくぇ. 4-24-47, 8-908-92-
58-025.

[╄╉╊┿╋┿

╃けき, こ. ]ぇさぇこせかおぇ. 8-922-21-81-406.
[╄╉╊┿╋┿

]ぇょけゃにえ せつ-お, こ. 【うかけゃおぇ. 
8-922-02-64-934.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶さけゃけかけおぇ: ゃはいぇかぬくぇは, おけかの-
つぇは, ]╀╀, ぇさきぇすせさぇ. 4-24-24, 
(343) 213-213-4, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, くぇこう-
かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-922-02-64-891.

[╄╉╊┿╋┿

]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.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
》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.

[╄╉╊┿╋┿

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. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-145.
[╄╉╊┿╋┿

╃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, ゃぇ-
ゅけくおぇ. 8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

¨すしっゃ, とっぉっくぬ, すけさそ, くぇゃけい. ╁ 
きっておぇた. 8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, ╁¨-
[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. ╇いゅけすけゃかっくうっ う 
きけくすぇあ. 8-904-38-95-420, 8-952-72-
83-868.

[╄╉╊┿╋┿

╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. ╇い-
ゅけすけゃかっくうっ う きけくすぇあ. 8-912-69-
99-918, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を-
╉╇, ╊╄]〈′╇『｠. ╇いゅけすけゃかっ-
くうっ う きけくすぇあ. 8-912-04-56-404, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

╉けかぬちぇ, おさにておう おけかけょちっゃ, 
ょくうとっ, かのお. ╃けしすぇゃおぇ. 8-909-
00-92-305.

[╄╉╊┿╋┿

╄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.

[╄╉╊┿╋┿

]おせすっさ, うかう きっくはの くぇ しすさけえきぇすっさう-
ぇかに. 8-950-63-92-474.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-909-00-92-305.
[╄╉╊┿╋┿

┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-950-20-32-424.
[╄╉╊┿╋┿

ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ». ╆っき. 
さぇぉけすに. 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.

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

′っょゃうあうきけしすぬ

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

〈さぇくしこけさす[ぇいくけっ

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

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╀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.

[╄╉╊┿╋┿

¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに (おゃぇさすう-
さに, おけすすっょあう, ょけきぇ こけょ おかのつ). 
[せししおうっ. 8-922-29-79-625.

[╄╉╊┿╋┿

╁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.
[╄╉╊┿╋┿

╉けしうき すさぇゃせ. 8-952-73-72-014.
[╄╉╊┿╋┿

〉しかせゅう

╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

╂させいけこっさっゃけいおう

【おけかぇ さぇいゃうすうは けす 3 かっす. 
8-950-65-65-476.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.
[╄╉╊┿╋┿

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

╁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.

[╄╉╊┿╋┿

╃うこかけき ╀ わ830003, ゃにょぇく 
26.06.1999 ゅ. 〈ったくうつっしおうえ かうちっえ 
ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ けぉとっけぉさぇいけゃぇ-
すっかぬくけゅけ せつさっあょっくうは けぉさぇいけゃぇ-
すっかぬくにえ ちっくすさ-おけきこかっおし "╃っすしおうえ 
しぇょ-ておけかぇ-すったくうつっしおうえ かうちっえ" くぇ 
うきは ╆ぇしにこおうくぇ ╃きうすさうは ┿かっおしぇく-
ょさけゃうつぇ 10.06.1981 ゅ.さ. しつうすぇすぬ 
くっょっえしすゃうすっかぬくにき. 

[╄╉╊┿╋┿

〉すっさう

┿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

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

www.terra_ekb.ru

╉《』【╅╇[╅

[╄
╉╊

┿╋
┿

8-904-38-78-067
ゑ▲çÜ£ ½ÜïÜëí 

ばï¿ÜÇó ïí½Üïçí¿í

 öÜëâ
 ÖíçÜ£
 ôñëÖÜ£ñ½
 Üäó¿
 àñßñÖá
 Üöïñç

 äñïÜ¡
 ï¡í¿í
 ½ëí½ÜëÖí　

¡ëÜü¡í
 ぷ.ぢ.で.
 Ç¿óÖí

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

ÃËÈÍÀ, ÄÐÅÑÂÀ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÓÃÎËÜ, 
ÀÑÔÀËÜÒ, ÎÏÈË, ØÏÑ.

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

8-902-25-73-049

[╄
╉╊

┿╋
┿

┦ ┿ ┦ ┲ ┫  ┰ ┷ ┵ ┲ ┴ ┤

┨〉『』╄╆‶╄!
どÜëâ, ÖíçÜ£,

ôñëÖÜ£ñ½, ÇëÜÖö, 
àñßñÖá, Üöïñç, 

ï¡í¿í, äñïÜ¡, 
Üäó¿

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, 

ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÒÎÐÔ.

ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ È ÄÐ.

┨┲┵┶┤┦┮┤

8-902-44-37-373
[╄╉╊┿╋┿

ÁËÎÊÈ 
èç ïîëèñòåðîëáåòîíà 

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÐÓÁÛ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

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

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

╇いゅけすけゃうき う せしすぇくけゃうき
╉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

www.berblizko.ru

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

┎┒─┏┋┈│─┅┌┛┅ ┏┎┌┅┙┅┍┈┟, 400 ┌2.

4-95-25

[╄
╉╊

┿╋
┿

2 うのくは くぇ 77-けき ゅけょせ せてかぇ うい あういくう 
ゃしっきう かのぉうきぇは きぇきぇ, あっくぇ, ぉぇぉせておぇ

╀┿》╇[¨╁┿ 
╋┿[╇ぅ ┿《┿′┿]を╄╁′┿.

‶さけとぇくうっ しけしすけうすしは 4 うのくは ゃ 1100 

ゃ さうすせぇかぬくけき いぇかっ 『╂╀.
[けょくにっ

【『╊╆】╊【』っ 
》╊[╅『ゃ-[《〉╉¨【╊『

8-912-24-83-669
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╁ぇおぇくしうう
╁けょうすっかう ゃ すぇおしう, くぇ "╁┿╆". 
╃うしこっすつっさに. 8-922-14-79-096.

╂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.

¨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.

]すけさけあ. 8-912-22-63-145.

《ぇしけゃとうおう, ゅさせいつうおう, せぉけさとうちぇ 
くぇ こさけういゃけょしすゃけ. 8-902-40-92-572, 
8-922-12-07-972.

╋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.

╁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.

[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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

¨¨¨ ′‶‶ "╂ぇききぇきっす" 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.

[╄╉╊┿╋┿

╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.

╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ すさっぉせのすしは: うく-
あっくっさ-すったくけかけゅ (おけさこせしくぇは きっぉっかぬ), 
きぇしすっさ ねくっさゅけせつぇしすおぇ, しすけかはさ-しすぇ-
くけつくうお, けたさぇくくうお. 8-904-54-41-305.

╁けょうすっかぬ くぇ ぇゃすけきけぉうかぬ させおけゃけょうすっ-
かは (╂┿╆-31105), けこにす, けす 35-50 かっす, ぉっい 
ゃ/こ, かのぉうすっかっえ くっ ぉっしこけおけうすぬ. 8-904-
54-41-305.

‶さけょぇゃっち ゃ きぇゅぇいうく "『ゃっすに", 
′╀‶. 8-912-64-39-468.

′ぇぉけさとうおう くぇ ぇこすっつくにえ しおかぇょ, 
き/あ, 20-40 かっす, ぉっい ゃ/こ, くけつくにっ 
しきっくに, こはすうょくっゃおぇ し 20-00, けこかぇ-
すぇ しょっかぬくぇは けす 20000 させぉ. ╃けしすぇゃ-
おぇ, さぇえけく 〉╆‶], せか. ╉けかぬちっゃぇは, 13 
(けしす. ╋. ╂けさぬおけゅけ). 215-89-16.

[╄
╉╊

┿╋
┿

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┍┐┐┇┇ 
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒:

╂╉ "《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
[╄╉╊┿╋┿

╀っさっいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ けおさせゅ
╉¨╋╇〈╄〈 ‶¨ 〉‶[┿╁╊╄′╇ぃ ╇╋〉】╄]〈╁¨╋

623701, ]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. 〈っぇすさぇかぬくぇは,9
╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け こさうっきっ いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こけ こさけょぇあっ こさぇゃぇ 

くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう し うし-
こけかぬいけゃぇくうっき きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ:

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, Kumi BGO @ yandex.ru

ぁかっおすさけくくにえ ぇょさっし けそうちうぇかぬくけゅけ しぇえすぇ けさゅぇくういぇすけさぇ ぇせおちうけくぇ: www.berezovskii.ru
《けさきぇ すけさゅけゃ – ぇせおちうけく, けすおさにすにえ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う そけさきっ こけょぇつう こさっょかけあっくうえ け ちっくっ.
]ゃっょっくうは け こさっょきっすっ すけさゅけゃ:
╊けす わ1: こさぇゃけ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇき-

くけえ おけくしすさせおちうう きぇかけえ ぇさたうすっおすせさくけえ そけさきに (しゃっすけゃけえ こうかけく) こかけとぇょぬの 11 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 
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, くぇ さぇししすけはくうう 25 き けす こさぇゃけゅけ ぉけおけゃけゅけ そぇしぇょぇ 
いょぇくうは こけ せか. ╀っさっいけゃしおうえ すさぇおす, 2.

′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ 10000 (╃っしはすぬ すにしはつ) させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 500 
(‶はすぬしけす) させぉかっえ, しせききぇ いぇょぇすおぇ 2000 (╃ゃっ すにしはつう) させぉかっえ.

╃ぇすぇ, ゃさっきは う きっしすけ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ: 6 うのかは 2011 ゅ., 15 つぇしけゃ きっしすくけゅけ ゃさっきっくう, ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, ぇおすけゃにえ いぇか.

╆ぇょぇすけお こけ おぇあょけきせ かけすせ ょけかあっく こけしすせこうすぬ くぇ しつっす ̈ さゅぇくういぇすけさぇ すけさゅけゃ わ40302810562450000001 
ゃ ¨┿¨ «〉╀[╇[» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, おけさ. しつっす 30101810900000000795, ╀╇╉ 046577795, ╇′′/╉‶‶ 
6604004023/660401001, そうくぇくしけゃけっ  せこさぇゃかっくうっ ゃ ╀っさっいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ (╉〉╇ ╀╂¨ か/し 
05902041060).

╆ぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こさうくうきぇのすしは ゃ さぇぉけつうっ ょくう し ょぇすに けこせぉかうおけゃぇくうは けぉなはゃかっくうは こけ 
5 うのかは 2011 ゅ., し 9 ょけ 18 つぇし. こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ.╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
9, おぇぉ. 416.

╃かは せつぇしすうは ゃ ぇせおちうけくっ くっけぉたけょうきけ いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ け いぇょぇすおっ, けこかぇすうすぬ いぇょぇすけお, こさっょしすぇ-
ゃうすぬ しかっょせのとうっ ょけおせきっくすに:

- いぇはゃおせ くぇ せつぇしすうっ ゃ ぇせおちうけくっ;
- おけこうう せつさっょうすっかぬくにた ょけおせきっくすけゃ のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ, いぇゃっさっくくにっ  こけょこうしぬの っゅけ させおけゃけょうすっ-

かは う こっつぇすぬの けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの しゃうょっすっかぬしすゃぇ 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 いぇはゃうすっかは ゃ くぇかけゅけゃけき けさゅぇくっ, いぇゃっさっくくせの 

こけょこうしぬの させおけゃけょうすっかは のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ う こっつぇすぬの けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの しゃうょっすっかぬしすゃぇ け こけしすぇくけゃおっ くぇ せつっす ゃ くぇかけゅけゃけき けさゅぇくっ, いぇゃっさっくくせの こけょこうしぬの させおけゃけ-

ょうすっかは のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ う こっつぇすぬの けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの こぇしこけさすぇ (ょかは そういうつっしおうた かうち), ぇ すぇおあっ おけこうう 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 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;
- ゃにこうしおせ うい っょうくけゅけ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ さっっしすさぇ のさうょうつっしおうた かうち う 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, ゃにょぇくくせの くっ こけいょくっっ つっき いぇ ょゃぇょちぇすぬ おぇかっくょぇさくにた ょくっえ ょけ ょぇすに こけょぇつう いぇはゃおう;
- こけょかうくくうお う おけこうの くけすぇさうぇかぬくけえ ょけゃっさっくくけしすう うかう うくけゅけ ょけおせきっくすぇ, こけょすゃっさあょぇのとっゅけ こけか-

くけきけつうは ょけゃっさっくくけゅけ かうちぇ こさっょしすぇゃかはすぬ  うくすっさっしに いぇはゃうすっかは こさう こさけゃっょっくうう ぇせおちうけくぇ;
- こけょかうくくうお う おけこうの こかぇすっあくけゅけ ょけおせきっくすぇ, こけょすゃっさあょぇのとっゅけ こっさっつうしかっくうっ いぇょぇすおぇ くぇ しつっす, 

せおぇいぇくくにえ ゃ うくそけさきぇちうけくくけき しけけぉとっくうう け こさけゃっょっくうう すけさゅけゃ.
‶けぉっょうすっかっき ぇせおちうけくぇ 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 ぇせおちうけくぇ くぇうぉけかぬてせの ちっくせ. 

] こけぉっょうすっかっき ぇせおちうけくぇ こけょこうしにゃぇっすしは こさけすけおけか け さっいせかぬすぇすぇた すけさゅけゃ, うきっのとうえ しうかせ ょけゅけゃけさぇ. 
╆ぇょぇすけお いぇしつうすにゃぇっすしは ゃ しつっす けこかぇすに こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの 
さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう. ╃けゅけゃけさ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう いぇおかのつぇっすしは 
ゃ すっつっくうっ ょっしはすう ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ ぇせおちうけくぇ. 〉つぇしすくうおぇき, こさけうゅさぇゃてうき ぇせおちうけく, いぇ-
ょぇすけお ゃけいゃさぇとぇっすしは ゃ すっつっくうっ すさった ぉぇくおけゃしおうた ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ ぇせおちうけくぇ.

¨いくぇおけきうすぬしは し そけさきけえ いぇはゃおう, こさけっおすけき ょけゅけゃけさぇ け いぇょぇすおっ, うくにきう しゃっょっくうはきう きけあくけ し きけきっくすぇ 
くぇつぇかぇ こさうっきぇ いぇはゃけお こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, お.416.

〈っかっそけくに ょかは しこさぇゃけお 4-33-12, 4-42-51 [╄╉╊┿╋┿

╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け こさけゃっょっくうう すけさゅけゃ こけ こさけょぇあっ 
きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, 
623701, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, すっかっそけく (34369) 4-33-12, そぇおし (34369) 4-32-21, けそう-
ちうぇかぬくにえ しぇえす し しっすう ╇くすっさくっす www.berezovskii.ru, けそうちうぇかぬくけっ ういょぇくうっ ゅぇいっすぇ «╀っさっいけゃしおうえ さぇ-
ぉけつうえ».

《けさきぇ すけさゅけゃ: ぇせおちうけく, けすおさにすにえ 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え け 
ちっくっ.

╃ぇすぇ, ゃさっきは う きっしすけ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ: 8 うのかは 2011 ゅけょぇ, 15 つぇしけゃ きっしすくけゅけ ゃさっきっくう, 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, ぇおすけゃにえ いぇか.

╃ぇすぇ けこさっょっかっくうは せつぇしすくうおけゃ ぇせおちうけくぇ: 4 うのかは 2011 ゅけょぇ.
╊けす 1: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ そっかぬょてっさしおけ-ぇおせてっさしおけゅけ こせくおすぇ, かうすっさに 

┿,ぇ けぉとっえ こかけとぇょぬの 106,8 き2 う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ こけしっかっくうえ し おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 
66:35:0222002:330 こかけとぇょぬの 389 き2, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ ょかは さぇいきっとっくうは ぇょきうくうしすさぇすうゃ-
くにた う けそうしくにた いょぇくうえ, さぇしこけかけあっくくにえ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ‶ぇさすういぇく, 
5. ′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさけょぇあう: 2263790 させぉかっえ, ゃ すけき つうしかっ しすけうきけしすぬ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 800611 
させぉかっえ, いょぇくうは – 1463179 させぉかっえ, ゃおかのつぇは ′╃]. ]せききぇ いぇょぇすおぇ: 226379 させぉかっえ. 【ぇゅ ぇせおちうけくぇ: 
90000 させぉかっえ.

╊けす 2: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ ゅぇさぇあぇ, かうすっさ 1 けぉとっえ こかけとぇょぬの 94,5 き2 

う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ くぇしっかっくくにた こせくおすけゃ し おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 66:35:0202008:289 
こかけとぇょぬの 200 き2, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ ょかは さぇいきっとっくうは ゅぇさぇあぇ, さぇしこけかけあっくくにえ こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ╊けしうくにえ, せか. ¨かっゅぇ ]けおけかけゃぇ, 6. ′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさけょぇあう: 226060 させぉかっえ, ゃ すけき 
つうしかっ しすけうきけしすぬ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 35753 させぉかは, いょぇくうは – 190307 させぉかっえ, ゃおかのつぇは ′╃]. ]せききぇ 
いぇょぇすおぇ: 22606 させぉかっえ. 【ぇゅ ぇせおちうけくぇ: 10000 させぉかっえ. 

╊けす 3: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ おかせぉぇ かうすっさ ┿, ぇ, ぇ1 けぉとっえ こかけとぇょぬの 300,9 
き2 う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ こけしっかっくうえ し おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 66:35:0218003:40 こかけとぇょぬの 
783 き2, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ こけょ けぉなっおす おせかぬすせさに: いょぇくうっ おかせぉぇ, さぇしこけかけあっくくけっ こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ╆っかっくにえ ╃けか, せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 2ぇ. ′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさけょぇあう: 942853 させぉかは, ゃ すけき 
つうしかっ しすけうきけしすぬ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 211937 させぉかっえ, いょぇくうは – 730916 させぉかっえ, ゃおかのつぇは ′╃]. ]せききぇ 
いぇょぇすおぇ: 94285 させぉかっえ. 【ぇゅ ぇせおちうけくぇ: 30000 させぉかっえ. 

╆ぇょぇすおう ょけかあくに こけしすせこうすぬ くっ こけいょくっっ 04 うのかは 2011 ゅけょぇ くぇ しかっょせのとうっ さっおゃういうすに: ‶けかせつぇすっかぬ: 
《うくぇくしけゃけ-ねおけくけきうつっしおけっ せこさぇゃかっくうっ ぇょきうくうしすさぇちうう ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ (╉〉╇ ╀╂¨ 
か/し 05902040020), ╇′′/╉‶‶ 6604027687/660401001, さ/しつっす 40302810362455000002 ゃ ¨┿¨ «〉╀[╇[» 
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, お/しつっす 30101810900000000795, ╀╇╉ 046577795.

╆ぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ ゃ ぇせおちうけくっ こさうくうきぇのすしは ゃ さぇぉけつうっ ょくう, し 6 うのくは 2011 ゅけょぇ こけ 1 うのかは 2011 
ゅけょぇ し 9 ょけ 18 つぇしけゃ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, お. 208.

‶さっすっくょっくすに こさっょしすぇゃかはのす しかっょせのとうっ ょけおせきっくすに: いぇはゃおせ, こかぇすっあくにえ ょけおせきっくす し けす-
きっすおけえ ぉぇくおぇ け ゃくっしっくうう いぇょぇすおぇ, ょけおせきっくす, こけょすゃっさあょぇのとうえ せゃっょけきかっくうっ そっょっさぇかぬくけゅけ ぇくすう-
きけくけこけかぬくけゅけ けさゅぇくぇ け くぇきっさっくうう こさうけぉさっしすう こけょかっあぇとっっ こさうゃぇすういぇちうう うきせとっしすゃけ, けこうしぬ すさっぉせ-
っきにた ょけおせきっくすけゃ ゃ 2 ねおいっきこかはさぇた. 《ういうつっしおうっ かうちぇ ょけこけかくうすっかぬくけ こさっょしすぇゃかはのす おけこうの こぇしこけさすぇ, 
のさうょうつっしおうっ かうちぇ こさっょしすぇゃかはのす ょけこけかくうすっかぬくけ くけすぇさうぇかぬくけ いぇゃっさっくくにっ おけこうう せつさっょうすっかぬくにた 
ょけおせきっくすけゃ, しゃうょっすっかぬしすゃぇ 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 う け こけしすぇくけゃおっ くぇ くぇかけゅけゃにえ せつっす のさう-
ょうつっしおけゅけ かうちぇ, さってっくうっ ゃ こうしぬきっくくけえ そけさきっ しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ けさゅぇくぇ せこさぇゃかっくうは け こさうけぉさっすっ-
くうう うきせとっしすゃぇ (っしかう ねすけ くっけぉたけょうきけ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し せつさっょうすっかぬくにきう ょけおせきっくすぇきう こさっすっくょっくすぇ), 
ょけゃっさっくくけしすぬ くぇ こさっょしすぇゃうすっかは. 

‶けぉっょうすっかっき ぇせおちうけくぇ 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 ぇせおちうけくぇ くぇうぉけかぬてせの ちっくせ. 
╃けゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう いぇおかのつぇっすしは ゃ すっつっくうっ こはすう ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ ぇせおちうけくぇ. ╆ぇ-
ょぇすけお いぇしつうすにゃぇっすしは ゃ しつっす けこかぇすに こさうけぉさっすぇっきけゅけ うきせとっしすゃぇ. 〉つぇしすくうおぇき, こさけうゅさぇゃてうき ぇせおちうけく, 
いぇょぇすけお ゃけいゃさぇとぇっすしは ゃ すっつっくうっ こはすう ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ ぇせおちうけくぇ.

〈っかっそけくに ょかは しこさぇゃけお (34369) 4-33-12, 4-32-21.
‶さっょしっょぇすっかぬ おけきうすっすぇ ╃.╁. ]きにてかはっゃ[╄╉╊┿╋┿

╀っさっいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ けおさせゅ
╉¨╋╇〈╄〈 ‶¨ 〉‶[┿╁╊╄′╇ぃ ╇╋〉】╄]〈╁¨╋

623701, ]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. 〈っぇすさぇかぬくぇは,9
╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け こさうっきっ いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こけ こさけょぇあっ こさぇゃぇ 

くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう し うし-
こけかぬいけゃぇくうっき きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ:

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, Kumi BGO @ yandex.ru

ぁかっおすさけくくにえ ぇょさっし けそうちうぇかぬくけゅけ しぇえすぇ  けさゅぇくういぇすけさぇ ぇせおちうけくぇ: www.berezovskii.ru
《けさきぇ すけさゅけゃ – ぇせおちうけく, けすおさにすにえ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う そけさきっ こけょぇつう こさっょかけあっくうえ け 

ちっくっ.
]ゃっょっくうは け こさっょきっすっ すけさゅけゃ:
╊けす わ1: こさぇゃけ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの  けょくけしすけさけくくっゅけ さっおかぇき-

くけゅけ せおぇいぇすっかは こかけとぇょぬの 1,1 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ 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, くぇ さぇししすけはくうう 50 き けす こっさっおさっしすおぇ ╀っさっいけゃしおうえ すさぇおす - せか. 』ぇこぇっゃぇ ゃ くぇこさぇゃかっくうう ょゃうあっくうは 
ゅ.╄おぇすっさうくぉせさゅ.

′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ 2000 (╃ゃっ すにしはつう) させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 100 
(]すけ) させぉかっえ, しせききぇ いぇょぇすおぇ 400 (』っすにさっしすぇ) させぉかっえ.

╊けす わ2: こさぇゃけ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの けょくけしすけさけくくっゅけ さっおかぇき-
くけゅけ せおぇいぇすっかは こかけとぇょぬの 1,1 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ 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, 
くぇ さぇししすけはくうう 50 き けす こっさっおさっしすおぇ ╀っさっいけゃしおうえ すさぇおす – せか. 』ぇこぇっゃぇ ゃ くぇこさぇゃかっくうう ょゃうあっくうは 
ゅ.╀っさっいけゃしおうえ.

′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ 2000 (╃ゃっ すにしはつう) させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 100 
(]すけ) させぉかっえ, しせききぇ いぇょぇすおぇ 400 (』っすにさっしすぇ) させぉかっえ.

╊けす わ3: こさぇゃけ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの  けょくけしすけさけくくっゅけ さっおかぇき-
くけゅけ せおぇいぇすっかは こかけとぇょぬの 1,1 き2, さぇしこけかけあっくくけゅけ 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, 
くぇ さぇししすけはくうう 50 き けす ょけきぇ こけ せか. 』ぇこぇっゃぇ, 2ぇ.

′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ 2000 (╃ゃっ すにしはつう) させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 100 
(]すけ) させぉかっえ, しせききぇ いぇょぇすおぇ 400 (』っすにさっしすぇ) させぉかっえ.

╃ぇすぇ, ゃさっきは う きっしすけ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ: 5 うのかは 2011 ゅ., 15 つぇしけゃ きっしすくけゅけ ゃさっきっくう, ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, ぇおすけゃにえ いぇか.

╆ぇょぇすけお こけ おぇあょけきせ かけすせ ょけかあっく こけしすせこうすぬ くぇ しつっす ̈ さゅぇくういぇすけさぇ すけさゅけゃ わ40302810562450000001 
ゃ ¨┿¨ «〉╀[╇[» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, おけさ. しつっす 30101810900000000795, ╀╇╉ 046577795, ╇′′/╉‶‶ 
6604004023/660401001, そうくぇくしけゃけっ せこさぇゃかっくうっ ゃ ╀っさっいけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせゅっ (╉〉╇ ╀╂¨ か/し 
05902041060).

╆ぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こさうくうきぇのすしは ゃ さぇぉけつうっ ょくう し ょぇすに けこせぉかうおけゃぇくうは けぉなはゃかっくうは こけ 
4 うのかは 2011 ゅ., し 9 ょけ 18 つぇし. こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
9, おぇぉ. 416.

╃かは せつぇしすうは ゃ ぇせおちうけくっ くっけぉたけょうきけ いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ け いぇょぇすおっ, けこかぇすうすぬ いぇょぇすけお, 
こさっょしすぇゃうすぬ しかっょせのとうっ ょけおせきっくすに:

- いぇはゃおせ くぇ せつぇしすうっ ゃ ぇせおちうけくっ;
- おけこうう せつさっょうすっかぬくにた ょけおせきっくすけゃ のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ, いぇゃっさっくくにっ  こけょこうしぬの っゅけ させおけゃけょうすっかは 

う こっつぇすぬの けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの しゃうょっすっかぬしすゃぇ  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 いぇはゃうすっかは ゃ くぇかけゅけゃけき けさゅぇくっ, いぇゃっさっく-

くせの こけょこうしぬの させおけゃけょうすっかは のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ う こっつぇすぬの けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの しゃうょっすっかぬしすゃぇ け こけしすぇくけゃおっ くぇ せつっす ゃ くぇかけゅけゃけき けさゅぇくっ, いぇゃっさっくくせの こけょこうしぬの させおけゃけ-

ょうすっかは のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ う こっつぇすぬの けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの こぇしこけさすぇ (ょかは そういうつっしおうた かうち), ぇ すぇおあっ おけこうう 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 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;
- ゃにこうしおせ うい っょうくけゅけ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ さっっしすさぇ のさうょうつっしおうた かうち う 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,  ゃにょぇくくせの くっ こけいょくっっ つっき いぇ ょゃぇょちぇすぬ おぇかっくょぇさくにた ょくっえ ょけ ょぇすに こけょぇつう いぇはゃおう;
- こけょかうくくうお う おけこうの くけすぇさうぇかぬくけえ ょけゃっさっくくけしすう うかう うくけゅけ ょけおせきっくすぇ, こけょすゃっさあょぇのとっゅけ こけか-

くけきけつうは ょけゃっさっくくけゅけ かうちぇ こさっょしすぇゃかはすぬ  うくすっさっしに いぇはゃうすっかは  こさう こさけゃっょっくうう ぇせおちうけくぇ;
- こけょかうくくうお う おけこうの こかぇすっあくけゅけ ょけおせきっくすぇ, こけょすゃっさあょぇのとっゅけ こっさっつうしかっくうっ いぇょぇすおぇ くぇ しつっす, 

せおぇいぇくくにえ ゃ うくそけさきぇちうけくくけき しけけぉとっくうう け こさけゃっょっくうう すけさゅけゃ.
‶けぉっょうすっかっき ぇせおちうけくぇ 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 ぇせおちうけくぇ くぇうぉけかぬてせの ちっくせ. 

] こけぉっょうすっかっき ぇせおちうけくぇ こけょこうしにゃぇっすしは こさけすけおけか け さっいせかぬすぇすぇた すけさゅけゃ, うきっのとうえ しうかせ ょけゅけゃけさぇ. 
╆ぇょぇすけお いぇしつうすにゃぇっすしは ゃ しつっす けこかぇすに こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの 
さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう. ╃けゅけゃけさ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう いぇおかのつぇっす-
しは ゃ すっつっくうっ ょっしはすう ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ ぇせおちうけくぇ. 〉つぇしすくうおぇき, こさけうゅさぇゃてうき ぇせおちうけく, 
いぇょぇすけお ゃけいゃさぇとぇっすしは ゃ すっつっくうっ すさった ぉぇくおけゃしおうた ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ ぇせおちうけくぇ.

¨いくぇおけきうすぬしは し そけさきけえ いぇはゃおう, こさけっおすけき ょけゅけゃけさぇ け いぇょぇすおっ, うくにきう しゃっょっくうはきう きけあくけ し きけ-
きっくすぇ くぇつぇかぇ こさうっきぇ いぇはゃけお こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, お.416.

〈っかっそけくに ょかは しこさぇゃけお 4-33-12, 4-42-51 [╄╉╊┿╋┿

どñß　 Ü¢ Öñö, í ½▲ Öñ çñëó½. ゑ ÑÜüñ Ü Öíï ö▲ ÖíçïñÇÑí, 
ご ßÜ¿á ïçÜ0 Üö öÜú äÜöñëó Öñ £í¿ñôóöá Öí½ Öó¡ÜÇÑí.

4 ó0Ö　 óïäÜ¿Ö　ñöï　 2 ÇÜÑí, ¡í¡ Öñö ï Öí½ó ÇÜë　ôÜ 
¿0ßó½ÜÇÜ んゑづんびだゑん ぎゑゎぎぞごé ゑごとどだづだゑごぶん. 

ゑïñ, ¡öÜ £Öí¿ ñÇÜ, äÜ½　Öóöñ ÑÜßë▲½ ï¿ÜçÜ½.

ケ ┃. カ┅┐┅┇┎│┑┊┎┌ ┏┎ ┓┋. カ┐┓┑┍┈┖┛┍─, 7, 
┏┋─┍┈┐┓┅┒┑┟ ┑┒┐┎┈┒┅┋├┑┒│┎ 

┑┏┎┐┒┈│┍┎-┎┇┄┎┐┎│┈┒┅┋├┍┎┃┎ ┖┅┍┒┐─.
ヅ━┍┇ ┆〞┋┄┖〞┌┇┞ ┇ ┎┏┄┃┊┍┅┄┌┇┞ ┐┍┍─┘〞┑┛ ┎┍ ┑┄┊┄┓┍┌〞┋

4-35-55, 4-42-91

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 
』》╉╅【ゅ』『ょ:

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

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

¨こすけゃけえ ぉぇいっ 
すさっぉせのすしは

ぁ╉]‶╄╃╇〈¨[｠
い/こ けす 15 000 させぉ.

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,
ょけしすぇゃおぇ

すっか. 345-21-30 (31),
ょけぉぇゃ. 1305

¨こすけゃけえ ぉぇいっ 
すさっぉせのすしは:

╉╊┿╃¨╁】╇╉╇ 
(きせあ./あっく.) 16-18 す.さ.

╂[〉╆』╇╉╇
14-16 す.さ.

╁¨╃╇〈╄╊を ‶¨╂[〉╆』╇╉┿ 
15-17 す.さ.

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ょけしすぇゃおぇ
345-21-30 (31), ょけぉぇゃ. 1119

8-904-38-29-391

¨こすけゃけえ ぉぇいっ すさっぉせっすしは

╀〉》╂┿╊〈╄[ 
くぇ こっさゃうつくせの 
ょけおせきっくすぇちうの
(ぉせた. けぉさぇいけゃぇくうっ) 

きっしすけ さぇぉけすに – ╆ぇこ. こさけきいけくぇ

╃けしすぇゃおぇ
Balahovskaya@mail.master-net.ru

345-21-30 (31),
ょけぉぇゃ. 1209

《《《 "╇あちみえ"
ゑ îñê äÜ äñëñëíßÜö¡ñ ë▲ß▲ öëñßÜ0öï　:

とだぢどごずぽべごと
(½Ü¢. 20-45 ¿ñö, ßñ£ ç/ä), ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ ïÜö¡ó ôñëñ£ ÑçÜñ, 

£/ä 18850 ëÜß. + ïÜî. äí¡ñö
とずんがだゑべごと

(½Ü¢. 20-45 ¿ñö, ßñ£ ç/ä), ëñ¢ó½ ëíßÜö▲ äÖ.-äö., ïÜß. ÑÜ 13-00, 
£/ä Üö 20 000 ëÜß. + ïÜî. äí¡ñö

ä. ぷó¿Üç¡í, Ü¿. ぞÜçí　, 10ゑ
てかし. 4-76-82

[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

づÜÑïöçñÖÖó¡ó



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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 66236. 〈うさぇあ 2895 ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

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

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

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

4 èþíÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

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

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



[╄
╉╊
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┿

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

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

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

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

1300

14
00

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

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

づぎとずんぜん

Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, 

êîâàíûå èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ

(き-く ╉うさけゃしおうえ, 2 ねすぇあ)

[╄
╉╊

┿╋
┿

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜんsimbatron.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.

』ぇしに さぇぉけすに:

‶′-‶〈
]╀

し 9 ょけ 20 つ.

し 10 ょけ 17 つ.

╃¨]〈┿╁╉┿

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

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ!

6 èþíÿ ñ 9.00 äî 18.00 
â ÄÊ "Ñîâðåìåííèê"

”》‖〉┸ ‥’〆〃…‐〃┸ 々（〃‖〉 ｠
″●⊂ ★☆ ばの ○◇′┻

[╄╉╊┿╋┿

- 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)

!

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄╉╊┿╋┿

（″°¢°＄＠※＄ ○☆￥％◎＄＊％┿
～＊◇′ ｋ｜＄○％￥％°§ｋ

ＵＷＡ８Ｎ０４０ＡＺ ｂＸＮｂ４Ｆ ＳＷ４０ＱＦＥ０ｇＦＦ ８ＳＸｂ４０ ３０ｊＡ４Ｓ ＷＡ１ＡＱＬ０
ＡＤＡ８ＱＡ３ＱＳ Ｘ ヱヵどヰヰ ８Ｓ ヱΑどヰヰ ｉ０ＸＳ３く

∞Ａ８０４Ｓ４ １ｂ８ＡＺ Ｅ０１ＦＷ０Ｚｎ ８ＡＺＡＧ ＦＥ ｊＬＳＮｍく
〈ＳＵＳＮＱＦＺＡＮｎＱ０ｒ ＦＱｅＳＷＰ０ｇＦｒ ＵＳ ＺＡＮＡｅＳＱ０Ｐぎ
ΒどΓヰヲどヲヶどヱΑどヲンΓ ふＸ ヱΒどヰヰ ８Ｓ ヲヰどヰヰぶ, ヴどンΓどヵヵ ふＸ ヱヱどヰヰ ８Ｓ ヱΑどヰヰぶ

‘○＄￥＊°℃°＄＠※＄ ◇●＊◇℃％┺
• ÷ＦＺＡＷ０ＺｂＷＱ０ｒ ４ＳＸＺＦＱ０ｒ

• ±Ｎｂ１ ゎ」Ｑ０ＡＬゎ ふＷ０Ｅ３ＦＺＦＡ ＮＳ４ＦＬＦが ＰｍｊＮＡＱＦｒが ３ＱＦＰ０ＱＦｒぶ
• ＄ｂ８ＳＤＡＸＺ３ＡＱＱＳどＵＷＦＬＮ０８ＱＳＡ Ｚ３ＳＷｉＡＸＺ３Ｓ

• ［ｒＥ０ＱＦＡ • ≠ｒ４Ｌ０ｒ Ｆ４ＷｂｊＬ０
• ±ＳＷＷＡＬｇＦＳＱＱＳどＷ０Ｅ３Ｆ３０ｑｋＦＡ Ｅ０ＱｒＺＦｒ ８Ｎｒ ８ＳｊＬＳＮｎＱＦＬＳ３ ふＵＸＦｆＳＮＳ４ぶ

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉ゃぇあぇっきぇは 
]っおっさうくぇ ┿かっくぇ ┿くぇすけかぬっゃくぇ!

♂ ｑ１ＦＮＡＡＰ ＵＷＡＬＷ０ＸＱｍＰ 
Ｐｍ ＵＳＥ８Ｗ０３ＮｒＡＰ ３ＸＡＧ ８ｂｊＳＧぁ
∞ｂＸＺｎ Ｌ０Ｄ８ｍＧ ８ＡＱｎ ＵＷＦＱＳＸＦＺ ＺＳＮｎＬＳ Ｘｉ０ＸＺｎＡが
［Ｓ ３ＸＡｆ ８ＡＮ０ｆ ［０Ｘ Ｄ８ＡＺ ｂＸＵＡｆ １ＳＮｎｊＳＧぁ

╉けかかっおすうゃ せつうすっかっえ ておけかに ╋¨〉 ]¨【 わ2

‘☆£￥○°″＊↑＄＠ ● ←′％＊＄＄＠ 
〆～ ｋBrozexｋ┿

―＄＊°＄＠ →＆☆§☆＠％△＄●＆☆℃☆ 
★○☆■″＄◎°§％↑ §° ′＊°℃☆ 

○☆￥§☆℃☆ ℃☆○☆￥°┸ £￥☆○☆″〒↑ 
％ ●＄＠＄＃§☆℃☆ ′＊°℃☆★☆＊◇△％↑ 

″●＄＠ ●☆◎○◇￥§％＆°＠┿
仝＊°℃☆￥°○％＠ £° 

●★☆§●☆○●＆◇← ★☆￥￥＄○¢＆◇┻
ジ┎┋┋┅┊┒┈│ ゼダバ デダプ り2

…＄ ℃☆″☆○％┸ △◎☆ ＠％○ ★＄△°＊＄§┸
…＄ ℃☆″☆○％┸ △◎☆ ◎○◇￥§☆ ¢％◎〒┸
（＠＄＃ ●○＄￥〒 ¢％£§＄§§※□ ○°£″°＊％§
“＠＄↑◎〒●↑┸ ″＄○％◎〒 ％ ＊←′％◎〒┻
…＄ £§°＃ £°′☆◎┸ ¢％″％ ●△°●◎＊％″☆＃┸
［◎☆′ ℃☆″☆○％＊％ ″●＄ ″●＄℃￥°┺
《～°＆ →◎° ¢＄§▽％§° ＆○°●％″°┸
～°＆ ′＄●＆☆§＄△§☆ ＠☆＊☆￥°》┿

〇☆○☆℃◇← ●＄●◎○＄§＆◇┸ ◎＄◎← 
‖％￥％← ｜％□°＃＊☆″§◇ ● ←′％＊＄＄＠┿

”″☆％ ′＊％£＆％＄

╋ぅつょゃく ゅくこくゃくゃく, ぉさょかい おねぇいかくゃく 
╄ょきょちえす [ょゅなそ さ ╂きょか こくっゅょきいの!

‘☆£￥○°″％◎〒 ○°￥※ ● ￥§＄＠ ○☆¢￥＄§〒↑┸
‐￥☆○☆″〒↑┸ ●△°●◎〒↑ ★☆¢＄＊°◎〒┸
“ ◇＊※′＆☆＃┸ ￥☆′○※＠ §°●◎○☆＄§〒＄＠
“″☆＃ ★◇◎〒 ★☆ ¢％£§％ ★○☆￥☆＊¢°◎〒┻
‘◇●◎〒 ＆°¢￥※＃ ◎″☆＃ ☆′※△§※＃ ￥＄§〒┸
々 ★○＄＆○°●§※＃ ★○°£￥§％＆ ★○＄″○°◎％◎●↑┸
／ §％＆☆℃￥° ★＄△°＊％ ◎＄§〒
々 ◎″☆％□ ℃＊°£°□ §＄ ☆◎○°£％◎●↑┿ ]ぉくい こくゅきなょ

╁くうきぇくうっ あうすっかっえ 
′けゃけぉっさっいけゃしおけゅけ こけしっかおぇ!

╆ぇこぇょくにっ しっすう 8.06.11 う 9.06.11 ゅ. こさけういゃけょはす けす-
おかのつっくうっ ねか. ねくっさゅうう こけ ぇょさっしぇき:

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 33, 35, 37, 39, せか. ╉けきしけきけかぬ-
しおぇは, 37 し 10:00 ょけ 17:00;

せか. 』ぇこぇっゃぇ, 36, 37, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 19, 21, 
23, 25, 27 し 9:00 ょけ 17:00 ゃ しゃはいう し さっき. さぇぉけすぇきう くぇ 
こけょしすぇくちうう. [╄╉╊┿╋┿

ヮ┄┌┈┍┈┑┒┐─┖┈┟ ┈ ┏┐┎└┑┎┞┇┍┛┉ ┊┎┌┈┒┅┒
ゲヮダ «カ┅┐┅┇┎│┑┊┈┉ ┇─│┎┄ ┑┒┐┎┈┒┅┋├┍┛┕ ┊┎┍┑┒┐┓┊┖┈┉» 

△■★＠▲％＆◇⊃⊂▼ ◎■◇◇§◎▼○＆ 
ダダダ «ゲ─│┎┄ ┑┓┕┈┕ ┑┒┐┎┈┒┅┋├┍┛┕ ┑┌┅┑┅┉ «BROZEX»

▽ じし┽◇§▼□○◆ ⊂＃○◇§§◆┿
‥§◇％§◆ ＆％↓§◆※ ★％＆■＠※ ＠％◇⊆□§●↓§＊■ 

△▲■←＆§▼％□○⊃ ○ ▲％★＆○▼○⊃┻
［※▽▼⊆ ＆▽§＊＠％ ○▽△■◇□⊃⊂▼▽⊃ ★％＠※◆％□□∋§ △◇％□∋┻

～▽§◆ ▽■▼▲※＠□○◎％◆ ★％＆■＠％ ☆§◇％§◆ ◇○↑□∋→ ※▽△§→■＆┸ 
★＠■▲■＆⊆⊃ ○ ＃◇％＊■△■◇※↑○⊃┿

ケ┄┌┄┏〞┊┛┌┚┈ ┃┇┏┄┉┑┍┏ グヱゾ «ヮグヅザ»
バ┏┇─┒┐ ヱ.ヂ.


