
‶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, 19 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 +13 +15, くけつぬの +11 +13
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 5-7 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, 20 うのくは

‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
ょくひき  +15 +17, くけつぬの +10+12

╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 3-8 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 731 きき さす.しす.
╁すけさくうお, 21 うのくは

╋ぇかけけぉかぇつくけ, 
ょくひき +17 +19, くけつぬの +10 +12

╁っすっさ しっゃっさくにえ, 4-7 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 732 きき さす.しす.

╂ぇいっすぇ
ういょぇっすしは

し 20 しっくすはぉさは
1937 ゅ.

『っくぇ しゃけぉけょくぇは

2011
でばゐゐだどん
18 ó0Ö　

ヽ 67 (9742)
╃くう ゃにたけょぇ: ╁〈¨[′╇╉, 』╄〈╁╄[╂, ]〉╀╀¨〈┿.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

2011

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

╃くう ゃにたけょぇ: ╁〈¨[′╇╉, 』╄〈╁╄[╂, ]〉╀╀¨〈┿.

』╇〈┿╈〈╄ ╁ ]╊╄╃〉ぃ】╄╋ ′¨╋╄[╄: 14 000 ╀╄[╄╆¨╁』┿′ ][┿╅┿╊╇]を ╆┿ [¨╃╇′〉

╋ぅ]¨ ╉〉[ 
╋¨╅′¨ ╀[┿〈を

2

]╊〉╅╀╄ ╆┿′ぅ〈¨]〈╇ – 20 ╊╄〈

И БЕЗРАБОТНОГО 
ПРЕВРАТЯТ В БИЗНЕСМЕНА

′ぇすぇかぬは ╉┿╆┿′『╄╁┿, いぇき. ょうさっおすけさぇ ╀っさひいけゃしおけえ しかせあぉに いぇくはすけしすう, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

И
]〈¨[╇ぅ しかせあぉに いぇくはすけしすう ゃ ╀っさひいけゃしおけき くぇつうくぇかぇしぬ し けすょっかぇ こけ すさせょせ う いぇくはすけしすう 
くぇしっかっくうは, おけすけさにえ さぇしこけかぇゅぇかしは ゃ いょぇくうう ゅけさうしこけかおけきぇ. ╆ぇすっき けく «ゃさっきっくくけ» ぉにか 
ゃにしっかっく う こけしかっょせのとうっ つっすにさっ ゅけょぇ くぇたけょうかしは ゃ あうかけき ょっさっゃはくくけき ょけきっ さっいっさゃくけゅけ 

そけくょぇ, ゅょっ いぇくうきぇか ゃしっゅけ けょくせ おけきくぇすせ. ╁ ょぇかぬくっえてっき こさうてかけしぬ こっさっあうすぬ っとひ すさう  こっさっっいょぇ,  
こけおぇ おけかかっおすうゃ くっ こけかせつうか ゃ ぇさっくょせ いょぇくうっ くぇ ‶さけかっすぇさしおけえ, 1ぉ. ╇ ねすけす ぇょさっし すっこっさぬ たけさけてけ 
いくぇのす ゅけさけあぇくっ.

╁ 1988 ゅけょせ けすょっか こっさっうきっくけゃぇかう ゃ ぉのさけ こけ すさせ-
ょけせしすさけえしすゃせ くぇしっかっくうは. ╂けょ しこせしすは ゃこっさゃにっ  こけ-
しすせこうかう しこうしおう くぇ ゃにしゃけぉけあょっくうっ けす ゃけしぬきう ぉっ-
さひいけゃしおうた こさっょこさうはすうえ くぇ 17 つっかけゃっお, う し おぇあょにき 
ゅけょけき ねすう ちうそさに しすぇかう さぇしすう… ′ぇつぇかぇしぬ さぇぉけすぇ 
しけ ]╋╇  こけ うくそけさきうさけゃぇくうの  くぇしっかっくうは  う けす-
ょっかけゃ おぇょさけゃ いぇゃけょけゃ う けさゅぇくういぇちうえ けぉ せしかせゅぇた 
ぉのさけ. ╆ょっしぬ ゃにょぇゃぇかう  くぇこさぇゃかっくうは くぇ こさっょこさう-
はすうは  ょかは すさせょけせしすさけえしすゃぇ, こさっょかぇゅぇかう ょぇくくにっ けぉ 
せつっぉくけ-おせさしけゃけえ しっすう ゅけさけょぇ う けぉかぇしすう. ╁ 1991-き 
ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ╆ぇおけくけき [《 «¨ いぇくはすけしすう くぇしっ-
かっくうは ゃ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう»  う こさうおぇいけき けぉ-
かぇしすくけゅけ ちっくすさぇ いぇくはすけしすう くぇしっかっくうは, くぇこさぇゃかっく-
くにきう くぇ しけいょぇくうっ せしかけゃうえ  ょかは さっぇかういぇちうう こさぇゃぇ 
くぇ すさせょ, けぉっしこっつっくうは いぇくはすけしすう う 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 けす ぉっいさぇぉけすうちに, う ゃけいくうお ╀っさひ-
いけゃしおうえ ちっくすさ いぇくはすけしすう くぇしっかっくうは. ╁けいゅかぇゃうかぇ 
っゅけ ]ゃっすかぇくぇ ╇ゃぇくけゃぇ (┿ゃっさうくぇ). ‶けしかっ ょうさっおすけ-
さけき しすぇか ]っさゅっえ ]ぇゃっかぬっゃ. ╉けきぇくょぇ しこっちうぇかうしすけゃ 
すけゅょぇ しそけさきうさけゃぇかぇしぬ おさっこおぇは: 〈ぇきぇさぇ 《かぇきうくゅ, 
╂ぇかうくぇ ╀けゅぇすにさひゃぇ, 〈ぇきぇさぇ ‶けこけゃぇ, 〈ぇすぬはくぇ ╇い-
きぇえかけゃぇ, ′うくぇ ╅っさくぇおけゃぇ, ╁っさぇ ╋ぇくうくぇ, 〈ぇすぬはくぇ 
╉ぇしぬはくけゃぇ.

‶け さっいせかぬすぇすぇき さっぇかういぇちうう こっさゃけえ こさけゅさぇききに 
しけょっえしすゃうは いぇくはすけしすう くぇしっかっくうは ゃ 1992 ゅけょせ ゃ 
しかせあぉせ いぇ こけきけとぬの けぉさぇすうかうしぬ 918 つっかけゃっお, うい 
くうた こけかせつうかう さぇぉけすせ 194. ╁ ねすけ あっ ゃさっきは ゃ ゅけさけょっ 

ぉにかぇ しけいょぇくぇ ╋けかけょひあくぇは ぉうさあぇ すさせょぇ: しけすさせょ-
くうつっしすゃけ ょゃせた おけかかっおすうゃけゃ  こさけょけかあぇっすしは ょけ しうた 
こけさ, ゃっょぬ すさせょけせしすさけえしすゃけ くっしけゃっさてっくくけかっすくうた 
– けょくけ うい ゃけしすさっぉけゃぇくくにた くぇこさぇゃかっくうえ ゃ さぇぉけすっ 
ちっくすさぇ いぇくはすけしすう. ′っ いぇぉにゃぇのす いょっしぬ けぉ  けさゅぇ-
くういぇちうう かっすくっゅけ すさせょけせしすさけえしすゃぇ くっしけゃっさてっくくけ-
かっすくうた. ╄しかう ゃ 1992-1993 ゅけょぇた こさう しけょっえしすゃうう 
しかせあぉに いぇくはすけしすう  こけかせつうかう さぇぉけすせ きっくっっ こけかせ-
しけすくう こけょさけしすおけゃ, すけ ゃ 1995-1996 ゅけょぇた – せあっ ぉけ-
かっっ 1000 さっぉはす! 

╆ぇ 20 かっす しかせあぉぇ いぇくはすけしすう すさせょけせしすさけうかぇ 31800 
つっかけゃっお, けおぇいぇかぇ せしかせゅう こけ こさけそっししうけくぇかぬくけきせ けぉ-
せつっくうの けおけかけ 2000 ゅさぇあょぇく, すさせょけせしすさけうかぇ くぇ かっすけ 
7600 くっしけゃっさてっくくけかっすくうた, こけきけゅかぇ ゃ けすおさにすうう 
しけぉしすゃっくくけゅけ ょっかぇ 192 ぉっいさぇぉけすくにき. ¨こにす ぉっさっ-
いけゃつぇく こけ すさせょけせしすさけえしすゃせ くっしけゃっさてっくくけかっすくうた ゃ 
しゃけぉけょくけっ けす せつひぉに ゃさっきは ぉにか ういせつっく ╃っこぇさすぇきっく-
すけき ╂]╆′ う ういょぇく けすょっかぬくけえ ぉさけてのさけえ ょかは ゃくっょさっ-
くうは ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうはた ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう.

]っゅけょくは しかせあぉぇ いぇくはすけしすう – ねすけ たけさけてけ けしくぇ-
とひくくぇは おけきこぬのすっさくけえ すったくうおけえ う けすかぇあっくくぇは 
しすさせおすせさぇ, けしくけゃせ おけすけさけえ しけしすぇゃかはっす おけきぇくょぇ 
こさけそっししうけくぇかぬくにた しこっちうぇかうしすけゃ ゃ けぉかぇしすう すさせょぇ 
う いぇくはすけしすう くぇしっかっくうは.

′ぇ しくうきおっ: こさうひき ゃっょひす ╋ぇさうくぇ ╂さうゅけさぬっゃぇ, ゃっょせ-
とうえ うくしこっおすけさ しかせあぉに いぇくはすけしすう.

╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を
1815 ゅけょ – ぇくゅかうえしおうっ う こさせし-

しおうっ ゃけえしおぇ さぇいゅさけきうかう ぇさきうの ′ぇ-
こけかっけくぇ ╀けくぇこぇさすぇ こさう ╁ぇすっさかけけ.

1889 ゅけょ – ぇきっさうおぇくっち 〉う-
かぬはき [うつぇさょしけく いぇこぇすっくすけゃぇか 
ょっすしおせの おけかはしおせ.

1932 ゅけょ – くぇ こっさゃけえ ╅っくっゃ-
しおけえ おけくそっさっくちうう くぇちうけくぇかぬくにた 
ぉぇしおっすぉけかぬくにた ぇししけちうぇちうえ ぉにかけ 
こさうくはすけ さってっくうっ け しけいょぇくうう ╋っあ-
ょせくぇさけょくけえ 《っょっさぇちうう FIBA.

1935 ゅけょ – さけょうかしは ぃさうえ ]け-
かけきうく, いくぇきっくうすにえ さけししうえしおうえ 
ぇおすひさ う くぇさけょくにえ ぇさすうしす.

1936 ゅけょ – せきっさ ╋ぇおしうき ╂けさぬ-
おうえ, させししおうえ う しけゃっすしおうえ こうしぇすっかぬ.

1937 ゅけょ – くぇつぇかしは こっさゃにえ ゃ 
きうさっ ぉっしこけしぇょけつくにえ こっさっかひす こけ 
きぇさてさせすせ ╋けしおゃぇ–]っゃっさくにえ こけ-
かのし–╁ぇくおせゃっさ, こさけょけかあぇゃてうえしは 
ょゃけっ しせすけお.

1939 ゅけょ – くぇ きけゅうかっ 〈ぇさぇしぇ 
【っゃつっくおけ ゃ ╉ぇくっゃっ せしすぇくけゃかっく 
ぉさけくいけゃにえ こぇきはすくうお.

1942 ゅけょ – さけょうかしは ‶けか 
╋ぇおおぇさすくう, ぉさうすぇくしおうえ さけお-
きせいにおぇくす, けょうく うい けしくけゃぇすっかっえ 
ゅさせここに The Beatles.
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¨す ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう こけ せかうちぇき 〈っぇすさぇかぬくけえ う ]すさけうすっかっえ, つっさっい ┿さおせ 
‶けぉっょに う いぇすっき  お ╋っきけさうぇかせ ‶けぉっょに ぉせょっす ょゃうゅぇすぬしは おけかけくくぇ あうすっかっえ ゅけ-
さけょぇ ゃ ╃っくぬ こぇきはすう う しおけさぉう 22 うのくは. ]ぉけさ しけしすけうすしは せ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう ゃ 
10:30, ぇ ゃけいかけあっくうっ ちゃっすけゃ お ╋っきけさうぇかせ ‶けぉっょに くぇきっつっくけ くぇ 11:00. ╆ぇすっき 
しけしすけうすしは きうすうくゅ う ゃにしすせこはす ぉっさひいけゃしおうっ すゃけさつっしおうっ おけかかっおすうゃに.

〉ゃぇあぇっきにっ きっょうちうくしおうっ さぇぉけすくうおう!
‶けいょさぇゃかはっき ゃぇし し ゃぇてうき こさけそっししうけくぇかぬくにき 
こさぇいょくうおけき – ╃くひき きっょうちうくしおけゅけ さぇぉけすくうおぇ!

ぁすけ こさけそっししうけくぇかぬくにえ こさぇいょくうお ゃさぇつっえ う きっょしっしすひさ, そっかぬょてっさけゃ 
う ぇおせてっさけお, しぇくうすぇさけお う くはくっつっお, そぇさきぇちっゃすけゃ う かぇぉけさぇくすけゃ, せつひくにた 
う こさっこけょぇゃぇすっかっえ きっょうちうくしおうた 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, さぇぉけす-
くうおけゃ しぇくうすぇさくけ-ねこうょっきうけかけゅうつっしおけえ しかせあぉに – ゃしった, おすけ しすけうす くぇ 
しすさぇあっ いょけさけゃぬは くぇてうた しけゅさぇあょぇく.

〉くうおぇかぬくけしすぬ ゃぇてっえ こさけそっししうう くっけしこけさうきぇ: ぉっい きっょうちうくしおうた さぇ-
ぉけすくうおけゃ ゅさぇあょぇくっ くっ つせゃしすゃけゃぇかう ぉに しっぉは いぇとうとひくくにきう. ‶さけそっし-
しうは ゃさぇつぇ ぉにかぇ う けしすぇひすしは けょくけえ うい しぇきにた ゅせきぇくくにた う ぉかぇゅけさけょくにた 
くぇ いっきかっ, ゃっょぬ けす いくぇくうえ, こさけそっししうけくぇかういきぇ, けすゃっすしすゃっくくけしすう ゃさぇ-
つっえ, きかぇょてっゅけ きっょうちうくしおけゅけ こっさしけくぇかぇ いぇつぇしすせの ゃ ぉせおゃぇかぬくけき しきにし-
かっ いぇゃうしはす あういくぬ う いょけさけゃぬっ かのょっえ.

‶さうきうすっ うしおさっくくのの う ゅかせぉけおせの ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ いぇ ゃぇて すさせょ, ぉっしおけ-
さにしすうっ, すっさこっくうっ う ょけぉさけすせ. ¨す ゃしっゅけ しっさょちぇ あっかぇっき おぇあょけきせ うい ゃぇし 
おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは, しつぇしすぬは う ょけかゅけかっすうは, せしこったけゃ ゃ くっかひゅおけき しかせあっ-
くうう くぇ ぉかぇゅけ あうすっかっえ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.

╇.け. ゅかぇゃに ╀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

‶[╇¨[╇〈╄〈｠
ÏÎËÓ×ÈÒÜ... 

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÎÕÎÄ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
〉ゃっかうつっくうっ つうしかぇ きっしす ゃ ╃¨〉  – 

こさうけさうすっすくけっ くぇこさぇゃかっくうっ ゃ さぇぉけすっ 
きっしすくにた ゃかぇしすっえ. ╋に ねすせ こさけぉかっきせ 
こけしすけはくくけ けしゃっとぇっき ゃ しゃけっえ ゅぇいっすっ. 
‶っさゃけけつっさっょくにっ ぇょさっしぇ – ねすけ ょっすしぇょ ゃ 
╉っょさけゃおっ, くぇょけ いぇゃっさてぇすぬ っゅけ さっおけく-
しすさせおちうの, おさけきっ すけゅけ – さっきけくす ╃¨〉 ゃ 
′けゃけぉっさひいけゃしおけき. ╁ ねすけき きうおさけさぇえけくっ 
ぉせょっす こけしすさけっく う くけゃにえ おけきぉうくぇす. ‶け-
はゃうすしは ょっすしぇょ ゃ ]けゃっすしおけき, くぇ ‶すうつぬっえ 
ゅけさおっ, ぇ すぇおあっ いぇ いょぇくうっき ‶っくしうけくくけ-
ゅけ そけくょぇ: こけいぇょう くっゅけ っしすぬ かっしけお, ょぇく-
くせの すっささうすけさうの こさけしうかう けすょぇすぬ こけょ 
あうかせの いぇしすさけえおせ, くけ ゃかぇしすう しょっかぇかう 
ゃにぉけさ ゃ こけかぬいせ ╃¨〉 くぇ 135 きっしす. ╉さけ-
きっ すけゅけ, こけはゃうすしは しぇょうお ゃ ]ぇさぇこせかおっ. 

– ┿ ゃ ′╀‶ さってっくけ けしゃけぉけょうすぬ いょぇ-
くうっ ゃっつっさくっえ ておけかに う こっさっゃっしすう っひ ゃ 
きぇかけ いぇゅさせあっくくけっ ̈ 〉 わ1, – おけききっくすう-

させっす しうすせぇちうの いぇき. ゅかぇゃに ╀╂¨ ╄ゃゅっくうえ 
‶うしちけゃ. – ╉ しけあぇかっくうの, こけ しぇくうすぇさ-
くにき くけさきぇき くぇ けしゃけぉけょうゃてうたしは こかけ-
とぇょはた くぇ せかうちっ ]きうさくけゃぇ くっゃけいきけあくけ 
さぇいきっしすうすぬ ょっすしぇょ うかう はしかう. ‶けねすけきせ 
こかぇくうさせっすしは こさっょけしすぇゃうすぬ うた こけょ ょけ-
こけかくうすっかぬくにっ けぉさぇいけゃぇすっかぬくにっ せしかせ-
ゅう: さうしけゃぇくうっ, かっこおせ う こさけつうっ «たせょけ-
あっしすゃぇ». ]おけさっっ ゃしっゅけ, しのょぇ ゃなっょっす 
う そけくょ «╀かぇゅけ». ╃ぇ, きぇすっさうぇかぬくにえ 
ょけたけょ けす こさうしせすしすゃうは ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬ-
くけえ けさゅぇくういぇちうう くっ こさうたけょうすしは けあう-
ょぇすぬ, いぇすけ こけかせつうき しけちうぇかぬくにえ ょけたけょ. 
¨つっくぬ くぇょっのしぬ, つすけ うょっの こけょょっさあぇす 
ょっこせすぇすに う けしゃけぉけょはす «╀かぇゅけ» けす おけき-
きせくぇかぬくにた こかぇすっあっえ. ╁ しゃけの けつっさっょぬ, 
そけくょ けぉはいぇく ぉせょっす さぇいゃうゃぇすぬ こさっょけ-
しすぇゃかっくくせの すっささうすけさうの う こさうゃかっおぇすぬ 
しぇきけしすけはすっかぬくけ くぇ ねすけ しさっょしすゃぇ.

╆′┿╈ ′┿【╇》!

«РУСИЧИ» И «ЭДЕЛЬВЕЙС» – 
У ГУБЕРНАТОРА

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ けさゅぇくういぇすけさけゃ

╁ ╋╇′〉╁【〉ぃ こはすくうちせ, 10 うのくは, ぇくしぇきぉかぬ させししおうた くぇさけょ-
くにた うくしすさせきっくすけゃ «[せしうつう» しけゃきっしすくけ し たけさっけゅさぇそう-

つっしおうき ぇくしぇきぉかっき "ぁょっかぬゃっえし" ょぇかう おけくちっさす ゃ さっいうょっくちうう 
ゅせぉっさくぇすけさぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, こけしゃはとひくくにえ ╃くの くっいぇ-
ゃうしうきけしすう [けししうう.

╀っさひいけゃしおうっ おけかかっおすうゃに ゃにしすせ-
こぇかう くぇ けょくけえ しちっくっ し しけかうしすぇきう 
]ゃっさょかけゃしおけゅけ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
ぇおぇょっきうつっしおけゅけ すっぇすさぇ きせいにおぇかぬ-
くけえ おけきっょうう う ぇさすうしすぇきう ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ぇおぇょっ-
きうつっしおけえ そうかぇさきけくうう. ぁすけ, おぇお 
こけょつひさおうゃぇっす させおけゃけょうすっかぬ ぇく-
しぇきぉかは «[せしうつう» ぃさうえ ╊せおぇくうく, 
はゃかはっすしは こけおぇいぇすっかっき ゃにしけおけゅけ 
こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ せさけゃくは くぇてうた 
ぇさすうしすけゃ, うしこけかくうすっかっえ う こけしすぇ-
くけゃとうおけゃ.

«[せしうつう» せあっ くっ こっさゃにえ さぇい こけょ-
くうきぇかうしぬ くぇ こけょきけしすおう さっいうょっくちうう 
ゅせぉっさくぇすけさぇ (こさっょにょせとっっ ゃにしすせ-
こかっくうっ しけしすけはかけしぬ こっさゃけゅけ きぇは ねすけ-

ゅけ ゅけょぇ), ぇ ょかは «ぁょっかぬゃっえしぇ» (たせょけ-
あっしすゃっくくにえ させおけゃけょうすっかぬ – ╇さうくぇ 
‶にたけゃぇ) ねすけ ぉにか ょっぉのす. ┿さすうしすに 
ぇくしぇきぉかは «ぁょっかぬゃっえし» こけおぇいぇかう 
させししおうえ くぇさけょくにえ すぇくっち «╀ぇさにくは» 
う くぇさけょくにえ «〈ぇくっち すぇすぇさしおうた ょっゃせ-
てっお». 〈ぇくちけさぇき ぇおおけきこぇくうさけゃぇかう 
«[せしうつう». 〈ぇおあっ «[せしうつう» うしこけか-
くうかう «‶かはしおせ しおけきけさけたけゃ» うい こぬっしに 
┿. ¨しすさけゃしおけゅけ «]くっゅせさけつおぇ», おけき-
こけいうすけさ ‶.╇. 』ぇえおけゃしおうえ.

′ぇ おけくちっさすっ こさうしせすしすゃけゃぇかう 
こっさゃにっ かうちぇ けぉかぇしすう う ゅけしすう うい 
╋けしおゃに: ゅ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, ぇさたう-
っこうしおけこ ╄おぇすっさうくぉせさゅしおうえ う ╁っさたけ-
すせさしおうえ ╁うおっくすうえ, ゅかぇゃくにえ さぇゃゃうく 

]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ╆っかうゅ ┿て-
おっくぇいう, ょっこせすぇすに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 
╃せきに [《 う こさっょしすぇゃうすっかう 《っょっ-
さぇかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは.

– ′ぇてっ ゃにしすせこかっくうっ こさけういゃっかけ 
はさおけっ ゃこっつぇすかっくうっ くぇ こさうしせすしすゃせ-
のとうた, ぇ ぉにゃてうえ ゅかぇゃぇ ゅけさけょぇ ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅぇ, くにくっ つかっく ]けゃっすぇ 《っ-
ょっさぇちうう, ┿さおぇょうえ 』っさくっちおうえ ょぇあっ 
こけうくすっさっしけゃぇかしは こけしかっ ゃにしすせこかっ-
くうは ぇくしぇきぉかは «ぁょっかぬゃっえし»: «¨す-
おせょぇ こさうったぇかう すぇおうっ すぇかぇくすかうゃにっ 
ょっゃけつおう?» ┿さおぇょうの ╋うたぇえかけゃうつせ, 
おけすけさけきせ けつっくぬ こけくさぇゃうかうしぬ くけきっ-
さぇ, けぉなはしくうかう, つすけ おけかかっおすうゃ こさう-
ぉにか うい ╀っさひいけゃしおけゅけ.

– 》せょけあっしすゃっくくにっ ぇくしぇきぉかう しこけ-
しけぉしすゃせのす こけゃにてっくうの おせかぬすせさくけゅけ 
しすぇすせしぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ, – こけょゃけょうす うすけゅ させおけゃけょう-
すっかぬ ぇくしぇきぉかは «[せしうつう» ぃさうえ ╊せ-
おぇくうく.

〉]‶╄╁┿╈〈╄!
¨しすぇかけしぬ ゃしっゅけ くっしおけかぬおけ ょくっえ ょけ 

けおけくつぇくうは こけょこうしおう くぇ くぇてせ ゅぇいっすせ. 
¨そけさきうすぬ っひ きけあくけ, くっ ゃにたけょは うい 
ょけきぇ. ╃けしすぇすけつくけ し ょけきぇてくっゅけ すっかっ-
そけくぇ こけいゃけくうすぬ くぇ くけきっさ 8-800-
3001-076 う こさけょうおすけゃぇすぬ けこっさぇすけ-
させ しゃけえ ぇょさっし. ╃っくぬゅう いぇ こけょこうしおせ 
ゃけえょせす ゃ すっかっそけくくにえ しつひす いぇ しかっょせ-
のとうえ きっしはち. ╀せょぬすっ し くぇきう – ゃこっさっ-
ょう けつっくぬ うくすっさっしくにっ しけぉにすうは!

[╄╉╊┿╋┿

‶¨ ]╊╄╃┿╋ ‶〉╀╊╇╉┿『╇╇
]┿╊を╋¨′╄╊╊〉 〉╅╄ ╇╆‒ぅ╊╇

╁ ╀[ わ63 けす 9 うのくは ぉにかぇ けこせぉかうおけゃぇくぇ いぇきっすおぇ こけょ いぇゅけかけゃおけき 
«¨ぉくぇさせあっくぇ しぇかぬきけくっかかぇ», ゃ おけすけさけえ しけけぉとぇかけしぬ, つすけ ゃけいぉせょうすっかう 
ねすけゅけ けつっくぬ けこぇしくけゅけ いぇぉけかっゃぇくうは けぉくぇさせあっくに [けしこけすさっぉくぇょいけさけき ゃ 
30% ゃいはすにた こさけぉ こさう こさけゃっさおっ いぇきけさけあっくくけゅけ きはしぇ おせさに う こけかせそぇ-
ぉさうおぇすけゃ こすうちっそぇぉさうおう «[っそすうくしおぇは». 

]こってうき せしこけおけうすぬ つうすぇすっかっえ: こさけょせおちうの こさっょこさうはすうは きけあくけ こけ-
おせこぇすぬ ゃ きぇゅぇいうくっ ぉっい けこぇしっくうえ, すぇお おぇお いぇさぇあひくくぇは こさけょせおちうは ぉにかぇ 
しさぇいせ あっ ういなはすぇ うい こさけょぇあう しぇくうすぇさくにきう ゃさぇつぇきう, ぇ けしすぇかぬくぇは せゅさけいに 
いょけさけゃぬの くっ こさっょしすぇゃかはっす.

‶┿╁【┿ぅ ╉¨[¨╁┿ ╀｠╊┿ ′╄ ╆┿[┿╆′┿
╁ けょくけき うい くけきっさけゃ くぇてっえ ゅぇいっすに こうしぇかう, つすけ ておけかぬくうおう うい ]すぇさけ-

こにてきうくしおぇ くぇてかう こぇゃてせの おけさけゃせ. 
– ╋に ゃにっいあぇかう くぇ きっしすけ, こさけゃっかう うししかっょけゃぇくうは. ′うおぇおうた うくそっおちう-

けくくにた いぇぉけかっゃぇくうえ – はとせさぇ, しうぉうさしおけえ はいゃに – くっ けぉくぇさせあっくけ. ╀けはすぬしは 
くっつっゅけ, – いぇゃっさうか くぇつぇかぬくうお ╀っさひいけゃしおけえ ゃっすしすぇくちうう ┿かっおしぇくょさ ′ぇぉけ-
おうた. ′ぇ ゃけこさけし, つすけ きけゅかけ しかせつうすぬしは し ぉせさひくおけえ, ┿かっおしぇくょさ ╇ゃぇくけゃうつ 
いぇはゃうか, つすけ あうゃけすくにっ ゃ こけしひかおっ ゅせかはのす しぇきう こけ しっぉっ, こうすぇのすしは し おけく-
すっえくっさくにた こかけとぇょけお. ╁けいきけあくけ, けくぇ しなっかぇ つすけ-すけ けこぇしくけっ, ゃ さっいせかぬすぇ-
すっ – ゃいょせすうっ おうてっつくうおぇ う しきっさすぬ.

¨ こさけこぇあっ しおけすうくに ゃ きっしすくせの ぇょきうくうしすさぇちうの くうおすけ くっ あぇかけゃぇかしは. 
′け せつぇしすおけゃにえ せこけかくけきけつっくくにえ ゃ ]すぇさけこにてきうくしおっ さぇいにしおぇか たけいはえおせ. 
╄え けおぇいぇかぇしぬ ぉぇぉせておぇ – «ぉけあうえ けょせゃぇくつうお». ╉さけきっ ねすけえ おけさけゃに, けくぇ 
ょっさあうす っとひ ょゃせた すひかけお, おけすけさにっ, おぇお う こぇゃてぇは, しぇきけしすけはすっかぬくに ゃけ 
ゃしひき.

‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
┧┲┴┼┮┲┰ ┳┲ ┰┷┫┿┮┩
¨おけかけ こけかせくけつう ゃ くぇつぇかっ こさけ-

てかけえ くっょっかう ゃ こけしひかけお ╉かのつっゃしお 
おけきこぇくうは きけかけょにた かのょっえ こけょなったぇ-
かぇ くぇ きぇてうくっ お ょけきせ こけ せかうちっ ]け-
ゃっすしおけえ. ╋けかけょにっ しぇきちに う しぇきおう ゃ 
ぇゃすけきけぉうかっ ゅさけきおけ しかせてぇかう きせいに-
おせ, ゃっしっかけ こけゃういゅうゃぇは っえ ゃ すぇおす. ′ぇ 
ぉぇかおけく すさっすぬっゅけ ねすぇあぇ ゃにてかぇ あっく-
とうくぇ う こけこさけしうかぇ しょっかぇすぬ いゃせお こけ-
すうてっ, つすけぉに さっぉはすぇ くっ さぇいぉせょうかう 
っひ きぇかにてぇ, くけ くっょけさけしかう くぇ いぇきっ-
つぇくうっ くっ けすさっぇゅうさけゃぇかう. 〈けゅょぇ きけ-
かけょぇは きぇきぇ… いぇこせしすうかぇ ゃ きぇてうくせ 
ちゃっすけつくにえ ゅけさてけお. ╁ぇいぇ さぇいぉうかぇ 
かけぉけゃけっ しすっおかけ. [ぇししすさけっくくにえ たけ-
いはうく ぇゃすけ さっいおけ ゃしこけきくうか, つすけ けく 
ゃけけぉとっ-すけ ゃさけょっ ぉに うきっっす いゃぇくうは 
つっかけゃっおぇ う ゅさぇあょぇくうくぇ [《, ぇ, しかっ-
ょけゃぇすっかぬくけ, う おぇおうっ-すけ ゅさぇあょぇく-
しおうっ こさぇゃぇ, う こけぉっあぇか さぇいぉうさぇすぬ-
しは. ¨く こけょくはかしは くぇ ねすぇあ, ゃにかけきぇか 
ょゃっさぬ ゃ おゃぇさすうさせ う さぇいぉうか いっさおぇかけ. 
]っえつぇし きぇすっさうぇかに こさけうしてっしすゃうは 
くぇたけょはすしは ゃ しすぇょうう こさけゃっさおう. ′ぇ 

あっくとうくせ しけしすぇゃはす こさけすけおけか 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, 
ぇ そぇおす くっいぇおけくくけゅけ こさけくうおくけゃっくうは 
ゃ つせあせの おゃぇさすうさせ さぇししきぇすさうゃぇっすしは 
しかっょしすゃっくくにき おけきうすっすけき ぉっさひいけゃ-
しおけえ こさけおせさぇすせさに.

┳┵┬┹┲┯┲┧┬┻┩┵┮┤╃ ┤┶┤┮┤
╇い おけかかっおすうゃくけゅけ しぇょぇ «╋っょゃっ-

あぬっ» しくけゃぇ こけしすせこうか すさっゃけあくにえ 
しうゅくぇか  ゃ きけくっすくうくしおけっ けすょっかっ-
くうっ きうかうちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ ¨╁╃. 
′っょぇゃくけ ょぇつくうおう ゃにぉさぇかう くけゃけゅけ 
こさっょしっょぇすっかは すけゃぇさうとっしすゃぇ. ‶けしす 
させおけゃけょうすっかは いぇくはかぇ ゃかぇょっかうちぇ 
けょくけゅけ うい こさうせしぇょっぉくにた せつぇしすおけゃ 
ゃ «╋っょゃっあぬっき». ′け こさっあくうえ ゅかぇ-
ゃぇ けゅけさけょくうおけゃ, しけ しかけゃ あっくとうくに, 
«けおぇいにゃぇっす くぇ くっひ こしうたけかけゅうつっ-
しおけっ ょぇゃかっくうっ». ╉さけきっ けしおけさぉかっ-
くうえ う せゅさけい, おけすけさにっ こけしすけはくくけ 
いゃせつぇす ゃ っひ ぇょさっし, つぇしすっくぬおけ おすけ-すけ 
たせかうゅぇくうす くぇ せつぇしすおっ. ′ぇこさうきっさ, 
くっょぇゃくけ くぇしにこぇかう ゅゃけいょっえ くぇ ぇゃ-
すけしすけはくおせ. 〉つぇしすおけゃにっ さぇいぉうさぇのす-
しは ゃ しかせつうゃてっきしは.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

ÁÅÐEÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹247 îò 16.06.2011

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè 
è Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Äóìû 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî 

ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áåðåçîâñêàÿ öåí-

òðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà» è ìóíèöèïàëüíîãî 

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà «Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà 

ã.Áåðåçîâñêîãî», â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ 

ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà è ó÷èòûâàÿ ðåêîìåí-

äàöèè ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíîé ïî-

ëèòèêå,

ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ:

I. Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà:

1. Ïåðìÿêîâà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à, çóáíîãî 

òåõíèêà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 

Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ñòîìàòîëîãè-

÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà ã.Áåðåçîâñêîãî», çà ìíîãî-

ëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ìóíèöèïàëüíîé 

ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ; 

2. Âàõðóøåâó Âåíåðó Íàçèðîâíó, ìåäèöèíñêóþ 

ñåñòðó õèðóðãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-

ãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ «Áåðåçîâñêàÿ 

öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà», çà ìíîãîëåò-

íèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ìóíèöèïàëüíîé ñè-

ñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðîôåññèîíàëèçì; 

3. Ìåæåâîâà Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à, âðà÷à-õè-

ðóðãà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõ-

ðàíåíèÿ «Áåðåçîâñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 

áîëüíèöà», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, 

áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîé ñèñòå-

ìû çäðàâîîõðàíåíèÿ.

II. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Äóìû Áåðåçîâ-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

1. Ñòåïàíîâó Ðèììó Òèìèðõàíîâíó, ìåäèöèí-

ñêóþ ñåñòðó  ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåä-

ïðèÿòèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ñòî-

ìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà ã.Áåðåçîâñêîãî», 

çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ìóíèöè-

ïàëüíîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ; 

2. Äàâûäîâó Àëåíó Âèêòîðîâíó, ñïåöèàëèñòà 

îòäåëà êàäðîâ ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåä-

ïðèÿòèÿ Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ñòî-

ìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà ã.Áåðåçîâñêîãî», 

çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ìóíèöè-

ïàëüíîé ñèñòåìå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Äóìû Áåðåçîâñêîãî  
ãîðîäñêîãî îêðóãà Å.Ñ. Ãîâîðóõà

┿╉〈〉┿╊を′¨

В БЕРЁЗОВСКОМ НЕ БЫЛО УДАЛЕНИЙ С ЕГЭ
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╁』╄[┿ ぉっさひいけゃしおうっ ておけかぬくうおう くぇこうしぇかう けょくう うい こけしかっょくうた 
╄╂ぁ: てっしすぬ つっかけゃっお – こけ そういうおっ う すさけっ – こけ ゅっけゅさぇそうう. ぁすけ 

ぉにか すぇお くぇいにゃぇっきにえ さっいっさゃくにえ ょっくぬ: っゅけ ゃにょっかうかう しこっちうぇかぬくけ 
ょかは すった, おすけ ゃ おぇつっしすゃっ ょけこけかくうすっかぬくにた ねおいぇきっくけゃ ゃにぉさぇか しさぇいせ う 
そういうおせ, う ゅっけゅさぇそうの. 

╁ ぉかうあぇえてっっ ゃさっきは ょけかあくに ぉにすぬ こけょゃっょっくに うすけゅう ╄╂ぁ こけ きぇすっきぇすうおっ, 
おけすけさにえ しけしすけはかしは てっしすけゅけ うのくは. ╄しかう ょかは おけゅけ-かうぉけ うい ゃにこせしおくうおけゃ ゃけい-
くうおくっす くっけぉたけょうきけしすぬ こっさっしょぇつう ねすけゅけ こさっょきっすぇ, けくぇ ぉせょっす けさゅぇくういけゃぇくぇ 
ゃ こけくっょっかぬくうお.

¨しくけゃくにっ ╄╂ぁ ゃ ╀っさひいけゃしおけき, おぇお う こけ ゃしっえ [けししうう, せあっ しけしすけはかうしぬ. 
¨ぉはいぇすっかぬくにっ ねおいぇきっくに – こけ させししおけきせ はいにおせ う きぇすっきぇすうおっ – くぇこうしぇかう 
249 ぉっさひいけゃしおうた ゃにこせしおくうおけゃ. ╁ おぇつっしすゃっ ょけこけかくうすっかぬくにた ねおいぇきっくけゃ ぉっ-
さひいけゃしおうっ ておけかぬくうおう ゃ ねすけき ゅけょせ ゃにぉうさぇかう う しょぇゃぇかう ゃ すっつっくうっ うのくは 
うくそけさきぇすうおせ, ぉうけかけゅうの, かうすっさぇすせさせ, うくけしすさぇくくにえ はいにお, たうきうの, うしすけさうの, 
けぉとっしすゃけいくぇくうっ.

[っゅうしすさぇちうは くぇ «ゃすけさせの ゃけかくせ» ╄╂ぁ, おけすけさにえ こさけえょひす ゃ うのかっ ょかは ゃに-
こせしおくうおけゃ こさけてかにた かっす, くぇつくひすしは しけ しかっょせのとっえ くっょっかう.

‶け しかけゃぇき けすゃっすしすゃっくくけゅけ いぇ うすけゅけゃせの ぇすすっしすぇちうの しこっちうぇかうしすぇ せこさぇゃ-
かっくうは けぉさぇいけゃぇくうは ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせゅぇ ╄かっくに ╀につおけゃけえ, ╄╂ぁ ゃ ╀っさひいけゃ-
しおけき こさけてかう ぉっい ねおしちっししけゃ, せょぇかっくうえ し ねおいぇきっくけゃ くっ ぉにかけ.

╋っあょせ すっき, ゃ ╋うくうしすっさしすゃっ けぉとっゅけ う こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう しけけぉとうかう, つすけ ゃ くにくってくっき ゅけょせ し ╄╂ぁ ゃ けぉかぇしすう 
ぉにかう しくはすに つっすにさっ ておけかぬくうおぇ, おけすけさにっ こけこさけぉけゃぇかう こさけくっしすう し しけぉけえ しけ-
すけゃにっ すっかっそけくに. ┿ ゃ ╋けしおゃっ う ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ さぇいゅけさぇっすしは しおぇくょぇか し きけ-
てっくくうつっしすゃけき う こけゃぇかぬくにき しこうしにゃぇくうっき くぇ ゅけしねおいぇきっくっ: っゅけ さっいせかぬすぇすに 
きけゅせす ぉにすぬ ぇくくせかうさけゃぇくに ょかは ょっしはすおけゃ ゃにこせしおくうおけゃ. 

ぅ╆｠╉¨╋ 『╇《[
╁ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 6131 せつっくうお こさうくはか せつぇしすうっ ゃ ╄ょうくけき ゅけしせ-

ょぇさしすゃっくくけき ねおいぇきっくっ こけ させししおけきせ はいにおせ, 563 つっかけゃっおぇ – ゃ すっしすうさけゃぇくうう 
こけ たうきうう う 538 – こけ ぇくゅかうえしおけきせ はいにおせ. ]さっょくうえ ぉぇかか こけ させししおけきせ はいに-
おせ しけしすぇゃかはっす 61,2, たうきうう – 53,5, ぇくゅかうえしおけきせ はいにおせ – 62,0. ]ゃっさょかけゃ-
しおぇは けぉかぇしすぬ ゃ ちっかけき こけおぇいぇかぇ くっぉかっしすはとうっ さっいせかぬすぇすに こけ しさぇゃくっくうの し 
けぉとっさけししうえしおうきう. ′ぇこさうきっさ, し うくそけさきぇすうおけえ くっ しこさぇゃうかうしぬ こけつすう 15% 
しゃっさょかけゃしおうた ゃにこせしおくうおけゃ, しょぇゃぇゃてうた ねすけす ねおいぇきっく, こけおぇいぇすっかぬ こけ [けししうう 
– 9,8%. ′ぇ ねおいぇきっくっ こけ ぉうけかけゅうう くっ しきけゅかう こさけえすう きうくうきぇかぬくせの ゅさぇくうちせ 
11,4% ねおいぇきっくせのとうたしは (こけ [けししうう しさっょくうえ こけおぇいぇすっかぬ 7,8%), し かうすっさぇすせ-
さけえ くっ しこさぇゃうかうしぬ 8,8% (こけ [けししうう – 5%).

]さっょくっしすぇすうしすうつっしおうっ こけおぇいぇすっかう ょかは ╀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 
くぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ こけおぇ くっ さぇししつうすぇくに.
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┱┤ ┨┲┮┶┲┴┤ ┱┤┨┩┭┵╃, ┤ ┵┤┰ ┱┩ ┳┯┲┼┤┭
┱┿╉┿′〉′╄ ╃くは きっょうちうくしおけゅけ さぇぉけすくうおぇ きに ゃしすさっすうかうしぬ 

し いぇきっしすうすっかっき ゅかぇゃゃさぇつぇ 『╂╀ こけ けさゅぇくういぇちうけくくけ-きっすけ-
ょうつっしおけえ さぇぉけすっ ╇さうくけえ ╋╄╃╁╄╃╄╁¨╈, つすけぉに せいくぇすぬ け 

しっゅけょくはてくっき しぇきけつせゃしすゃうう きせくうちうこぇかぬくけえ ぉけかぬくうちに.
– ¨ つひき せ ゃぇし ぉけかうす ゅけかけゃぇ, 

╇さうくぇ ╁はつっしかぇゃけゃくぇ?
– ╁ こっさゃせの けつっさっょぬ, け おぇょさぇた. 

]せょうすっ しぇきう: しっゅけょくは せ くぇし さぇぉけ-
すぇのす 146 ゃさぇつっえ, ねすけ 63,5 こさけ-
ちっくすぇ すさっぉせっきけゅけ おけかうつっしすゃぇ. ′っ 
せおけきこかっおすけゃぇく う てすぇす しさっょくっゅけ 
きっょこっさしけくぇかぇ: ゃ くひき 383 つっかけゃっ-
おぇ – すけ っしすぬ 74 こさけちっくすぇ けす くっ-
けぉたけょうきけゅけ つうしかぇ しこっちうぇかうしすけゃ. 
‶せゅぇっす う ゃけいさぇしす きけうた おけかかっゅ: 
ょけおすけさけゃ ょけ 30 かっす – すけかぬおけ 20 
つっかけゃっお. ╉ぇあょにえ ゃすけさけえ ゃさぇつ 
– せあっ こっくしうけくっさ. ╊うてぬ 63 きっょ-
しっしすさに う そっかぬょてっさぇ くっ こっさっ-
てぇゅくせかう けすきっすおせ ゃ 30 かっす: 164 
つっかけゃっおぇ すさせょはすしは, くぇたけょはしぬ くぇ 
いぇしかせあっくくけき けすょにたっ. 〈っおせつっしすぬ 
おぇょさけゃ – しっさぬひいくぇは. ]っえつぇし ぉけかぬ-
くうちっ すさっぉせっすしは 24 ょけおすけさぇ – こっ-
ょうぇすさ, ぇおせてっさ-ゅうくっおけかけゅ, すっさぇ-
こっゃす, さっくすゅっくけかけゅ, すさぇゃきぇすけかけゅ, 
こさけゃういけさ う す.ょ. 

– ╉ぇょさけゃにえ ゅけかけょ – ぉけかっいくぬ 
ゃしった きせくうちうこぇかぬくにた せつ-
さっあょっくうえ いょさぇゃけけたさぇくっくうは. 
ぅしくけ, つすけ さってぇすぬしは けくぇ ょけかあ-
くぇ くぇ けぉとっゅけしせょぇさしすゃっくくけき 
せさけゃくっ. ′け ╀けゅ ゃにしけおけ, ちぇさぬ 
ょぇかっおけ: きけあくけ さぇしすっさはすぬ こけ-
しかっょくうた しこっちうぇかうしすけゃ, っしかう 
すけかぬおけ せこけゃぇすぬ くぇ かせつてうっ 
ゃさっきっくぇ.

– ]ょっかぇくに いぇはゃおう くぇ ゃにこせしお-
くうおけゃ ┿かぇこぇっゃしおけゅけ きっょせつうかうとぇ, 
きっょぇおぇょっきうう. ╆ぇくはかうしぬ こけょゅけすけゃ-
おけえ しけぉしすゃっくくにた おぇょさけゃ: ゃ ぇおぇょっ-
きうう せつぇすしは こはすっさけ ぉっさっいけゃつぇく こけ 
ちっかっゃけえ こさけゅさぇききっ, ゃっさうき, つすけ, 
こけかせつうゃ ょうこかけきに, けくう こさうょせす ゃ 
『╂╀. ′け ぉせょっき しきけすさっすぬ こさぇゃょっ ゃ 
ゅかぇいぇ: きけかけょひあぬ しすさっきうすしは こけしかっ 
けおけくつぇくうは ゃせいぇ せしすさけうすぬしは うかう ゃ 
きっょうちうくしおうっ ちっくすさに, けしくぇとひく-
くにっ しけゃさっきっくくにき ゃにしけおけすったくけ-
かけゅうつっしおうき けぉけさせょけゃぇくうっき, うかう 
ゃ そぇさきぇちっゃすうつっしおうっ おけきこぇくうう. ぅ 
うた こけくうきぇの: すぇき さぇぉけすぇすぬ うくすっ-
さっしくけ う ょっくっあくけ.

– ] くけゃけゅけ ゅけょぇ ぉけかぬくうちぇ 
ぉせょっす そうくぇくしうさけゃぇすぬしは うい 
けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ. ┿ こけおぇ 
け ゃぇし いぇぉけすうすしは きっしすくぇは おぇい-

くぇ. 』すけ せょぇかけしぬ しょっかぇすぬ ゃ こけ-
しかっょくっっ ゃさっきは ょかは せしうかっくうは 
きぇすっさうぇかぬくけ-すったくうつっしおけえ 
ぉぇいに 『╂╀?

– [っきけくすうさせのすしは いょぇくうは ょっす-
しおけえ ぉけかぬくうちに, こけかうおかうくうお わ1 
う ょっすしおけえ ゃ ′╀‶, こけょさぇいょっかっくうは 
ゃ ╋けくっすくけき. ╁ こさけてかけき ゅけょせ せょぇ-
かけしぬ いぇおせこうすぬ ゃにしけおけつぇしすけすくにえ 
ねかっおすさけたうさせさゅうつっしおうえ ぇここぇさぇす, 
ょかは あっくしおけえ おけくしせかぬすぇちうう こさう-
けぉさっかう ゅうしすっさけしおけこ, ょかは ょっすしおけえ 
こけかうおかうくうおう – しうしすっきせ さっゅうしすさぇ-
ちうう けすけぇおせしすうつっしおけえ ねきうししうう, ゃ 
かぇぉけさぇすけさうの – ちっくすさうそせゅせ ゅっきぇ-
すけおさうすくせの, ゃ こぇすけかけゅけぇくぇすけきうつっ-
しおけっ けすょっかっくうっ – ょうしこっくしっさ ょかは 
いぇかうゃおう こぇさぇそうくけき ゅうしすけかけゅうつっ-
しおけゅけ きぇすっさうぇかぇ. ╁しっゅけ ゃ 2010-き 
ぉけかぬくうちぇ こけかせつうかぇ けぉけさせょけゃぇくうは 
くぇ 777 すにしはつ させぉかっえ. ╉ しけあぇかっ-
くうの, くにくつっ しっさぬひいくにた こさうけぉさっ-
すっくうえ くっ ぉにかけ. 

– ′ぇ ゃぇて ゃいゅかはょ, おぇおうっ しぇ-
きにっ こさけぉかっきくにっ う くぇうぉけかっっ 
ぉかぇゅけこけかせつくにっ こけょさぇいょっかっ-
くうは ぉけかぬくうちに?

– ′っこさけしすぇは けぉしすぇくけゃおぇ ゃ さけょ-
ょけきっ, «ょっすしすゃっ», ゃ すけき つうしかっ 
ておけかぬくけえ こっょうぇすさうう. ′っす きっょさぇ-
ぉけすくうおけゃ ゃ ¨╁‶ ╊けしうくけゅけ, ╋けくっす-
くけゅけ. ′け きけあくけ ぉにすぬ しこけおけえくにき 
いぇ せつぇしすおけゃせの しかせあぉせ «ゃいさけしかけえ» 
こけかうおかうくうおう. 

– 〈ぇおけっ けとせとっくうっ, つすけ かせつ-
てっ くっ たゃけさぇすぬ…

– ╇ ゃっしすう いょけさけゃにえ けぉさぇい あうい-
くう! ╆くぇっすっ, くぇ ょけおすけさぇ くぇょっえしは, 
ぇ しぇき くっ こかけてぇえ: こさけたけょうすっ ゃけ-
ゃさっきは そかのけさけゅさぇそうの, くっ いぇぉに-
ゃぇえすっ け しきけすさけゃけき おぇぉうくっすっ, くっ 
ょけゃけょうすっ しっぉは ょけ たさけくうつっしおうた いぇ-
ぉけかっゃぇくうえ, おけすけさにっ ぉっいあぇかけしすくけ 
けこせしすけてぇす ゃぇて おけてっかひお. 〈っき ぉけ-
かっっ つすけ しけ ゃさっきっくっき しすぇちうけくぇさに 
ぉせょせす しゃひさくせすに ょけ きうくうきせきぇ う 
ぉせょせす うしこけかくはすぬ そせくおちうう くっけす-
かけあくけえ こけきけとう. 

– ‶けぉにゃぇすぬ くぇ こさうひきっ せ 
ゃさぇつぇ う くっ しこさけしうすぬ しけゃっすぇ – 
ゅさってくけ. ╇さうくぇ ╁はつっしかぇゃけゃ-
くぇ, しっゅけょくは くぇしすけはとうき ぉうつけき 
さけししうはく しすぇか うくしせかぬす, こさうゅけ-

ゃぇさうゃぇのとうえ うた お うくゃぇかうょ-
くけしすう. ╉ぇお くぇてうき つうすぇすっかはき 
せぉっさっつぬしは けす くっゅけ?

– ¨しくけゃくぇは こさうつうくぇ うくしせかぬ-
すけゃ – ゅうこっさすけくうは. ‶けねすけきせ くぇ 
しゃけひ しけさけおぇかっすうっ しけゃっすせの ゃしっき 
おせこうすぬ しっぉっ ゃ こけょぇさけお すけくけきっすさ 
う ういきっさはすぬ っあっょくっゃくけ ょぇゃかっ-
くうっ. ┿ こさっこぇさぇすに, こさけこうしぇくくにっ 
ゃさぇつけき, こさうくうきぇすぬ くっ おけゅょぇ こさう-
しこうつうす, ぇ さっゅせかはさくけ, しうしすっきぇすう-
つっしおう. ′っこかけたけ ゃさっきは けす ゃさっきっくう 
せ すっさぇこっゃすぇ ういきっさはすぬ ゃっし, さけしす 
う… けおさせあくけしすぬ すぇかうう: くっ ょかは 
そうゅせさうしすけしすう, ぇ ょかは いょけさけゃぬは: 
ゃぇてう しぇくすうきっすさに さぇししおぇあせす け 
ゃくせすさっくくっき あうさっ, おけすけさにえ こさけ-
ゃけちうさせっす ゃにしけおけっ ぇさすっさうぇかぬくけっ 
ょぇゃかっくうっ. ╀かうあっ お 50 ゅけょぇき いぇ-
せつうすっ こけかっいくせの そけさきせかせ: « 0-5-
10-30-150». [ぇしてうそさけゃにゃぇの: ゃ 
ょっくぬ くけかぬ しうゅぇさっす, こはすぬ こけさちうえ 
けゃけとっえ う そさせおすけゃ, おさけきっ おぇさ-
すけそっかは う しゃひおかに, ょっしはすぬ きうくせす 
すうてうくに う こけおけは し けすおかのつひくくにき 
すっかっゃういけさけき, くけ すうたけえ きせいにおけえ. 
30 – ねすけ うくょっおし きぇししに すっかぇ (きぇし-
しぇ ょっかうすしは くぇ こかけとぇょぬ こけゃっさた-
くけしすう すっかぇ). ′ぇおけくっち, 150 きうくせす 
ゃ くっょっかの ゃに ょけかあくに ょぇゃぇすぬ しっぉっ 
ぇおすうゃくけえ そういうつっしおけえ くぇゅさせいおう. 
╇ ゃけす すけゅょぇ ゃぇて けさゅぇくういき ぉせょっす 
いぇとうとひく けす しっさょっつくけ-しけしせょうしすにた 
ぉけかっいくっえ. ′ぇおぇくせくっ ╃くは きっょう-
おぇ あっかぇの おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは, 
ぉけょさけしすう ょせたぇ, けこすうきういきぇ くっ 
すけかぬおけ くぇてうき こぇちうっくすぇき, くけ 
う おけかかっゅぇき, すっき, おすけ くぇ こけしすせ 
しっゅけょくは, ぇ すぇおあっ ゃっすっさぇくぇき 
いょさぇゃけけたさぇくっくうは, こけしゃはすうゃ-
てうき しぇきけきせ ぉかぇゅけさけょくけきせ 
ょっかせ くぇ いっきかっ しゃけの あういくぬ!

]‶┿]╇╀¨!
]さっょう くけつう きくっ しすぇかけ しけゃしっき こかけたけ. ╁にいゃぇかう «しおけさせの». ╀さうゅぇょぇ 

しかせあぉに «03» こさうったぇかぇ ぉにしすさけ, ゃさぇつ ╋うたぇうか ┿くぇすけかぬっゃうつ 【ってうく う 
そっかぬょてっさ ′うおけかぇえ ╊っけくうょけゃうつ ‶けかはくしおうえ  ょうぇゅくけしすうさけゃぇかう ゅうこっさ-
すけくうつっしおうえ おさうい. ぅ, おけくっつくけ, っとひ ぉけかぬてっ さぇししすさけうかぇしぬ. ′け きっょうおう くっ 
こさけしすけ しょっかぇかう おぇさょうけゅさぇききせ, こけしすぇゃうかう せおけかに, ぇ こけしうょっかう, こけゅけゃけ-
さうかう, せすってうかう, こけょぉけょさうかう. ╇, こさぇゃょぇ, しかけゃけ すけあっ かっつうす: しすぇかけ きくっ 
しこけおけえくっっ, おさういうし きうくけゃぇか. ╅っかぇの ゃ こさけそっししうけくぇかぬくにえ こさぇいょくうお 
きけうき しこぇしうすっかはき いょけさけゃぬは, しっきっえくけゅけ しつぇしすぬは. ╁っさの, つすけ けくう くうおけゅょぇ 
くっ せすさぇすはす つっかけゃっつっしおせの ょせてっゃくけしすぬ う ょけぉさけすせ しっさょちぇ.  

′ぇょっあょぇ ]せしけさけゃぇ, せか. ]けゃっすしおぇは

╋っょ′¨╁¨]〈╇
╆╁┿′╇╄ ╆┿ ‶[╇╆╁┿′╇╄

╁ こさけそっししうけくぇかぬくけき おけくおせさしっ «‶さういゃぇくうっ» くぇ こけぉっょせ ゃ すさひた くけきうくぇちうはた 
ぉにかけ 25 こさっすっくょっくすけゃ. ╁ うすけゅっ かせつてうきう きっょさぇぉけすくうおぇきう しさっょくっゅけ いゃっくぇ 
『╂╀ こさういくぇくに [うすぇ ぅきぇっゃぇ (ょっすしおぇは こけかうおかうくうおぇ), ╁ぇかっくすうくぇ ╉さけたぇかっゃぇ 
(そっかぬょてっさ ¨╁‶ ]すぇさけこにてきうくしおぇ), ¨かぬゅぇ ぅおけゃかっゃぇ (たうさせさゅうつっしおけっ けすょっ-
かっくうっ). ╆ゃぇくうっ «╊せつてうえ ゃさぇつ» こさうしせあょっくけ ╄かっくっ 《っょけさけゃけえ, ょけおすけさせ おぇさ-
ょうけかけゅうつっしおけゅけ けすょっかっくうは, 〈ぇすぬはくっ ╉けておうくけえ, いぇゃ. ょくっゃくにき しすぇちうけくぇさけき, 
╊ぇさうしっ ┿くうおうくけえ, くっゃさけかけゅせ ょっすしおけえ こけかうおかうくうおう. ╊せつてうきう させおけゃけょうすっかは-
きう ぉけかぬくうちに ゃ ねすけき ゅけょせ しすぇかう ┿かかぇ 〈うきけそっっゃぇ, いぇゃ. ょくっゃくにき しすぇちうけくぇさけき 
こけかうおかうくうおう わ2 ゃ ╋けくっすくけき, ¨かぬゅぇ 』っすゃっさうおけゃぇ, いぇゃ. くっゃさけかけゅうつっしおうき 
けすょっかっくうっき, ╇くゅぇ 〉しけかぬちっゃぇ, しすぇさてぇは きっょしっしすさぇ さっぇくうきぇちうけくくけ-ぇくっしすっいう-
けかけゅうつっしおけゅけ けすょっかっくうは. ′ぇおけくっち, ゅさぇく-こさう こさうしせあょひく いぇゃっょせのとっえ おぇさ-
ょうけかけゅうっえ ╊ぇさうしっ ╊におけゃけえ. ‶けぉっょうすっかう ゃ おぇあょけえ うい くけきうくぇちうえ こけかせつうかう 
しうきゃけかうつっしおうっ しすぇすせねすおう う ょうこかけきに こけぉっょうすっかっえ.

╆┿]╊〉╅╇╊╇
╂さぇきけすに ╋うくうしすっさしすゃぇ いょさぇゃけけたさぇくっくうは [《 こけかせつうかう ゃ しゃけえ こさけそっし-

しうけくぇかぬくにえ こさぇいょくうお かけさゃさぇつ ′ぇすぇかぬは ╉けしすぇさっゃぇ, しすぇさてぇは きっょしっしすさぇ すっ-
さぇこっゃすうつっしおけゅけ けすょっかっくうは ╁っさぇ 〉しぇつひゃぇ, 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 
こけきけとう ′うくぇ ╉けかすぇてっゃぇ, しすぇさてぇは きっょしっしすさぇ けすょっかっくうは そせくおちうけくぇかぬくけえ 
ょうぇゅくけしすうおう ′うくぇ ╉けつせさけゃぇ. ╄とひ しっきっさけ うた おけかかっゅ くぇゅさぇあょっくに ‶けつひすくにきう 
ゅさぇきけすぇきう ╋うくうしすっさしすゃぇ いょさぇゃけけたさぇくっくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. ╄かっくぇ 
╀けさつっゃしおぇは, いぇゃ. そういうけ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 せょけしすけっくぇ ゅさぇきけすに 
こさぇゃうすっかぬしすゃぇ けぉかぇしすう. 

╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 [╄╋¨′〈!

』すけ くぇいにゃぇっすしは, こけしかっょくうえ ゅゃけいょぬ さっきけくすぇ ぉにか ゃぉうす くぇおぇくせくっ こさけそっししう-
けくぇかぬくけゅけ こさぇいょくうおぇ ゃ しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ こけかうおかうくうおっ: こけしかっ すけゅけ, おぇお けく 
こさけてひか ゃ けすょっかっくうはた かっつっぉくけき う ょっすしおけき, くぇしすせこうか つっさひょ けさすけこっょうつっしおけゅけ. 
〈っこっさぬ ゃ おぇぉうくっすぇた, かぇぉけさぇすけさうう こけかけあっくぇ しゃっすかぇは こかうすおぇ, せしすぇくけゃかっくに くけ-
ゃにっ しすけかに ょかは いせぉくにた すったくうおけゃ, きっぉっかぬ, いぇきっくっくぇ しうしすっきぇ ゃっくすうかはちうう. ╉ぇお 
せすゃっさあょぇのす しけすさせょくうおう, さぇぉけすぇすぬ こけしかっ さっきけくすぇ しすぇかけ ゅけさぇいょけ おけきそけさすくっっ.

– ‶け けょひあおっ ゃしすさっつぇのす, こけ せきせ こさけゃけあぇのす, こけねすけきせ きに いぇくうきぇかうしぬ くっ 
すけかぬおけ くぇゃっょっくうっき こけさはょおぇ う おさぇしけすに ゃ しすっくぇた せつさっあょっくうは, くけ う ゃくっょさっ-
くうっき くけゃにた すったくけかけゅうえ し うしこけかぬいけゃぇくうっき しけゃさっきっくくにた きぇすっさうぇかけゃ, – おけき-
きっくすうさせっす ゅかぇゃゃさぇつ しすけきぇすけかけゅうつっしおけえ  こけかうおかうくうおう 〈ぇすぬはくぇ ┿さすっきぬっゃぇ. 
– ‶かぇくけゃ せ おけかかっおすうゃぇ くっきぇかけ. ╁ おけくちっ ぇゃゅせしすぇ ぉせょっす しけいょぇくけ こぇさけょけくすけ-
かけゅうつっしおけっ けすょっかっくうっ, けしくぇとひくくけっ くけゃにき けぉけさせょけゃぇくうっき. ╆ょっしぬ こさっょこけ-
かぇゅぇっすしは こさけゃけょうすぬ う たうさせさゅうつっしおうっ けこっさぇちうう.

』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╄╂¨ ╃╄╊¨

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

′┿ ゃけえくっ おぇお くぇ ゃけえくっ: こけぉっょうすっかう う こけぉっあょひくくにっ, さぇくに う 
しかひいに.

– ぁかは! ╋くっ ぉけかぬくけ, こけきけゅう!
[にあっゃけかけしにえ ‶っすぬおぇ, ぉっしこさっしすぇくくけ たくにつぇ, おけゃにかはっす お しっしすさっ 

きうかけしっさょうは. 【っしすうかっすくはは ぁかは かけゃおけ こさけきにゃぇっす さぇいぉうすけっ おけかっくけ 
«しけかょぇすぇ», くぇおかぇょにゃぇっす くぇ くっゅけ しゃっあうえ かうしす こけょけさけあくうおぇ, いぇけょくけ 
ょけしすぇひす いぇくけいせ うい こぇかぬちぇ,  ゅかぇょうす きぇかぬつうておせ こけ ゅけかけゃっ, う すけす しおけ-
さっくぬおけ けすこさぇゃかはっすしは くぇ ょゃけさけゃせの ゃけえくせておせ ょぇかぬてっ ぉうすぬ ゃさぇゅぇ...

‶っさっょ ぁかぬゃうさけえ ゃ こさうくちうこっ くう-
おけゅょぇ くっ しすけはか ゃけこさけし: «╂ょっ さぇぉけ-
すぇすぬ きくっ すけゅょぇ, つっき いぇくうきぇすぬしは?» 
¨くぇ たけすっかぇ けぉっさっゅぇすぬ かのょっえ, しこぇ-
しぇすぬ うた けす ぉけかう う くっしこさぇゃっょかうゃけ-
しすう. ′け のさうしこさせょっくちうは うかう きっ-
ょうちうくぇ? ╁しひ あっ − ゃすけさけっ. ┿ おけゅょぇ 
しけぉしすゃっくくにえ しにく しすぇくっす のさうしすけき, 
けくぇ ぉせょっす しつぇしすかうゃぇ: しぉにかうしぬ ゃしっ 
っひ ょっすしおうっ きっつすに. 

‶けしかっ ておけかに しくぇつぇかぇ いぇおけくつうす 
きっょせつうかうとっ う すけかぬおけ こけすけき, せぉっ-
ょうゃてうしぬ ゃ こさぇゃうかぬくけしすう しゃけっゅけ 
さってっくうは, こけしすせこうす ゃ きっょうくしすうすせす. 
‶さうつひき, しかっゅおぇ いぇこくせゃてうしぬ くぇ こけ-
さけゅっ こさうひきくけえ おけきうししうう: そぇおせかぬ-
すっす かっつっぉくにえ うかう こっょうぇすさうう? ′け 
ゃいさけしかにっ しぇきう きけゅせす しっぉは せぉっさっつぬ, 
ぇ ょっすう すぇおうっ ぉっいいぇとうすくにっ!

╁ しすせょっくつっしおせの ぉにすくけしすぬ くぇさけょ 
くぇ おせさしっ せゃかっおぇかしは おすけ つっき,  ぁかぬ-
ゃうさぇ あっ ぉさっょうかぇ… うくそっおちうけくくに-
きう ぉけかっいくはきう. ¨くう う こけ しうの こけさせ 
おけくひお ゃさぇつぇ ぁ. ╉ぇさくけせたけゃけえ. ╃ぇ う 
くぇつうくぇかぇ けくぇ こさけそっししうけくぇかぬくせの 
おぇさぬっさせ ゃ うくそっおちうけくくけき けすょっかっくうう 
ょっすしおけえ ぉけかぬくうちに ╀っさひいけゃしおけゅけ, ぇ 
こぇさぇかかっかぬくけ  ゃっかぇ こさうひき きぇかっくぬ-
おうた こぇちうっくすけゃ くぇ せつぇしすおっ. ╁ 1995-き, 

お ぉけかぬてけきせ ゅけさの きくけゅうた きぇき しすぇくっす 
ゃさぇつけき-うききせくけかけゅけき. ′け こけいょくっっ 
ゃしひ ゃっさくひすしは くぇ おさせゅう しゃけは: ぁかぬゃう-
さぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ ゃけいゅかぇゃうす こっょうぇ-
すさうつっしおけっ けすょっかっくうっ, う ゃしは せつぇしす-
おけゃぇは う こぇすさけくぇあくぇは さぇぉけすぇ けこはすぬ 
けおぇあっすしは っひ くぇしせとくにき たかっぉけき. 

– ぁすけ かのぉうきにえ ょけおすけさ きくけゅうた ぉっ-
さっいけゃつぇく, – せぉっあょっくぇ いぇゃ. ょっすしおけえ 
こけかうおかうくうおけえ ¨かぬゅぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ 
]けおけかけゃぇ. – ぁかぬゃうさぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ 
– ゃさぇつ ゃにしてっえ おぇすっゅけさうう ゃ こさはきけき 
しきにしかっ ねすけゅけ しかけゃぇ. ¨くぇ ゃかぇょっっす 
ょにたぇすっかぬくけえ しうしすっきけえ ╀せすっえおけ, 
こさけこぇゅぇくょうさせっす ゅさせょくけっ ゃしおぇさきかう-
ゃぇくうっ, おせさうさせっす こさけゅさぇききせ ゃぇおちう-
くけこさけそうかぇおすうおう. ‶けゃっさぬすっ, かせつてっ 
っひ くうおすけ くっ いくぇっす け こさうゃうゃおぇた!

¨ぉかぇょぇは ぇくぇかうすうつっしおうき しおかぇょけき 
せきぇ, ょけおすけさ きけゅかぇ ぉに さっぇかういけゃぇすぬ 
しっぉは う ゃ くぇせおっ, こけかせつうすぬ せつひくせの 
しすっこっくぬ. ╆ぇぉぇゃくけ: くぇ くけつぬ ゅかはょは けくぇ 
つうすぇっす くっ あっくしおうっ さけきぇくに う  ょっすっお-
すうゃに, ぇ しこっちうぇかぬくにっ しこさぇゃけつくうおう 
う あせさくぇかに, ぉけはしぬ ょぇあっ くぇ こけかてぇゅぇ 
けすしすぇすぬ けす しけゃさっきっくくけえ きっょうちうくに. 
╆ぇ いくぇくうは う けこにす ぁ. ╉ぇさくけせたけゃせ 
ちっくはす くっ すけかぬおけ おけかかっゅう ゃ くぇてっき 
ゅけさけょっ, くけ う  しこっちうぇかうしすに っおぇすっ-

さうくぉせさゅしおうた ぉけかぬくうち. ¨くぇ かっゅおけ 
きけゅかぇ ぉに くぇえすう さぇぉけすせ ゃ けぉかぇしすくけき 
ちっくすさっ. ¨ょくぇあょに, おけゅょぇ ょけしすぇかう 
おぇょさけゃにっ こさけさったう う きぇかっくぬおぇは いぇさ-
こかぇすぇ, ょぇあっ さってうかぇしぬ せえすう すせょぇ くぇ 
こさっしすうあくけっ きっしすけ. ′け せゅけゃけさうかう-
すぇおう けしすぇすぬしは ゃ 『╂╀.  ╃せきぇっすしは, ねすけ 
ぉにかけ くっ すぇお しかけあくけ: ぁかぬゃうさぇ ╁かぇ-
ょうきうさけゃくぇ くっ こさっょしすぇゃかはっす しっぉは ゃ 
しせゅせぉけ つうくけゃくうつぬっえ ょけかあくけしすう.

– ╀っい っあっょくっゃくけえ こさぇおすうおう ゃさぇつ 
おぇお すぇおけゃけえ せきうさぇっす, – しつうすぇっす 
くぇてぇ ゅっさけうくは. – ╇ こけすけき おすけ-すけ 
ょけかあっく ぉにすぬ くぇ こっさっょくっき そさけくすっ 
ぉけさぬぉに いぇ ょっすしおせの あういくぬ: うきっくくけ 
せつぇしすおけゃぇは しかせあぉぇ こけかうおかうくうおう 
しすぇかおうゃぇっすしは しけ ゃしっきう ゃけいきけあくにきう 
こぇすけかけゅうはきう う こっさゃけえ ゃにはゃかはっす うた. 
╇ さぇしこけいくぇすぬ ゃけゃさっきは たゃけさぬ くぇょけ 
しせきっすぬ ぉっい ゃしはおけゅけ ゃにしけおけすったくけかけ-
ゅうつっしおけゅけ ょうぇゅくけしすうさけゃぇくうは.

╉ぇおうき ぉに さぇしつせょっしくにき けぉけさせょけ-
ゃぇくうっき くっ ゃけけさせあうすぬ こっょうぇすさぇ, ぉっい 
うくすせうちうう っきせ くっ けぉけえすうしぬ: ょっすしおうえ 
けさゅぇくういき ゃっょひす しっぉは くっこさっょしおぇいせ-
っきけ. ╁いさけしかにえ つっかけゃっお きけあっす ょぇすぬ 
こけょしおぇいおせ ょけおすけさせ しかけゃぇきう, ぇ きぇ-
かにて – くっす. ‶けねすけきせ ゃさぇつ ゃくうきぇすっかぬ-
くけ かけゃうす ゃいゅかはょ くけゃけさけあょっくくけゅけ, 
こさうしかせてうゃぇっすしは お っゅけ くっゃっしけきけきせ 
ゃいょけたせ, くぇしすさぇうゃぇっす しけぉしすゃっくくけっ 
しっさょちっ くぇ  ゃけかくに おさけたけすくけゅけ すっかぬ-
ちぇ, つすけぉに ゃにはゃうすぬ しうきこすけきに くっょせ-
ゅぇ. 〉ゃに, いぇつぇしすせの さけょうすっかう くっ たけすはす 
ぉにすぬ っょうくけきにてかっくくうおぇきう ょけおすけさぇ: 
けくう くっ しかにてぇす っゅけ しけゃっすけゃ, くっ こさう-
いくぇのす さっおけきっくょぇちうえ, かうてぬ こさっょこけ-
つうすぇは «おぇつぇすぬ こさぇゃぇ»: ゃに けぉはいぇくに 

たけさけてけ う ぉっしこかぇすくけ かっつうすぬ くぇてっゅけ 
さっぉひくおぇ. ╇ おぇお すさせょくけ ぉにゃぇっす けぉなはし-
くうすぬ, つすけ ょゃうあっくうっ こけ こせすう ゃにいょけ-
さけゃかっくうは ょけかあくけ ぉにすぬ ゃいぇうきくにき…

¨くぇ こけきくうす ゃしった しゃけうた すさせょくにた 
こぇちうっくすけゃ こけ うきっくぇき. ¨ょくぇあょに, いぇ-
しすせこうゃ くぇ くけつくけっ ょっあせさしすゃけ, しさぇいせ 
けぉさぇすうかぇ ゃくうきぇくうっ くぇ きぇかぬつうおぇ し 
おうてっつくけえ うくそっおちうっえ. ╇くすせうちうは こけょ-
しおぇいぇかぇ: いぇ すさう ょくは っゅけ こさっぉにゃぇくうは 
ゃ しすぇちうけくぇさっ こさけちっしし けしかけあくうかしは. 
‶けこさけしうかぇ けこっさぇすうゃくけ しょっかぇすぬ かぇぉけ-
さぇすけさくにっ ぇくぇかういに, たせょてうっ こさっょこけ-
かけあっくうは こけょすゃっさょうかうしぬ. ‶けいゃけくうかぇ 
さっぇくうきぇすけかけゅぇき ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. ╃けか-
ゅけ う せこけさくけ ょけおぇいにゃぇかぇ, つすけ さっぉひくおせ 
くせあくぇ ゅけしこうすぇかういぇちうは ゃ けしくぇとひくくせの 

しこっちうぇかぬくにき けぉけさせょけゃぇくうっき おかうくう-
おせ. ′ぇおけくっち, きぇかぬつうお ぉにか こけしぇあっく ゃ 
きぇてうくせ う けすこさぇゃかっく ゃ しすけかうちせ. ╁しひ いぇ-
おけくつうかけしぬ ぉかぇゅけこけかせつくけ: あういくぬ きぇかぬ-
つうておっ しけたさぇくうかう. ╃かは くっひ すけす しかせつぇえ 
くっ ぉにか ゅっさけえしすゃけき, たけすは さぇしこけいくぇすぬ 
ょけゃけかぬくけ さっょおけっ いぇぉけかっゃぇくうっ けおぇ-
いぇかけしぬ くっこさけしすけ, し すぇおけえ こぇすけかけゅうっえ 
こけつっお こさっあょっ すっさはかう こぇちうっくすけゃ. ¨くぇ 
しょっかぇかぇ しゃけの けぉにつくせの う かのぉうきせの 
さぇぉけすせ – しこぇしかぇ きぇかっくぬおけゅけ つっかけゃっおぇ. 
〈け, け つひき きっつすぇかぇ ゃ ょっすしすゃっ, つっきせ こけ-
しゃはすうかぇ 22 ゅけょぇ う つっき しけぉうさぇっすしは いぇ-
くうきぇすぬしは っとひ けつっくぬ ょけかゅけ.

┲┥┿┻┱┤╃ ┴┤┥┲┶┤ – ┵┳┤┵┤┶╀ ┴┩┥┖┱┮┤
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ
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20 ╇ぃ′ぅ 21 ╇ぃ′ぅ 22 ╇ぃ′ぅ 23 ╇ぃ′ぅ 24 ╇ぃ′ぅ 25 ╇ぃ′ぅ 26 ╇ぃ′ぅ
6:00, 14:00 ╃/《 ╃╅╄╉ ╉┿[╃╇《《: ╅╇╆′を ‶¨ 〈〉 

]〈¨[¨′〉 ╉╇′¨╉┿╋╄[｠

7:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

8:00 ╃/《 ╊ぃ╀¨╁′｠╄ ′╄〉╃┿』╇ ╃╅╄╈′ ¨]〈╇′

9:30 ╃/《 ╉¨╉┿-╉¨╊┿ ′╄ ]╃┿╄〈]ぅ

10:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

11:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇

12:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

13:00 ╃/《 ╇]〈¨[╇ぅ ]‶〉〈′╇╉┿

15:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

16:00 ╃/《 ╊ぃ╀¨╁′｠╄ ′╄〉╃┿』╇ ╃╅╄╈′ ¨]〈╇′

17:30 ╃/《 ╉¨╉┿-╉¨╊┿ ′╄ ]╃┿╄〈]ぅ

18:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

19:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇

20:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇

21:00, 5:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

22:00 ╃/《 ╀╄╂]〈╁¨ ╊ぃ╃¨╁╇╉┿ XVI

23:30 ╃/《 ╃╅╄╈′ ╀╇[╉╇′: ╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ

0:00 ╃/] [╇╋ ′╄ ][┿╆〉 ]〈[¨╇╊]ぅ

1:00 ╃/《 ‶¨╉╇′〉〈┿ぅ ╉[╄‶¨]〈を ╉[╄]〈¨′¨]『╄╁

2:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇

6:00 ╃/《 ╀╄╂]〈╁¨ ╊ぃ╃¨╁╇╉┿ XVI

7:30 ╃/《 ╃╅╄╈′ ╀╇[╉╇′: ╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ

8:00 ╃/] [╇╋ ′╄ ][┿╆〉 ]〈[¨╇╊]ぅ

9:00 ╃/《 ‶¨╉╇′〉〈┿ぅ ╉[╄‶¨]〈を ╉[╄]〈¨′¨]『╄╁

10:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇

13:00 ╃/] ╁ ]¨╆′┿′╇╇ ][╄╃′╄╁╄╉¨╁¨╂¨ 

』╄╊¨╁╄╉┿

14:00 ╃/《 ╀╄╂]〈╁¨ ╊ぃ╃¨╁╇╉┿ XVI

15:30 ╃/《 ╃╅╄╈′ ╀╇[╉╇′: ╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ

16:00 ╃/] [╇╋ ′╄ ][┿╆〉 ]〈[¨╇╊]ぅ

17:00 ╃/《 ‶¨╉╇′〉〈┿ぅ ╉[╄‶¨]〈を ╉[╄]〈¨′¨]『╄╁

18:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ

21:00, 5:00 ╃/] ]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ [╄╁¨-

╊ぃ『╇ぅ ╁ ╀[╇〈┿′╇╇

22:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[

23:00 ╃/《 ]╁ぅ】╄′′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ 《┿[┿¨′¨╁

0:00 ╃/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

1:00 ╃/《 ╋¨╂ ╊╇ ]〈┿╊╇′ ̈ ]〈┿′¨╁╇〈を ╂╇〈╊╄[┿?

2:00 ╃/《 ╂〉╂╄ – ╃[╄╁′╄╄ ╉¨[¨╊╄╁]〈╁¨ 〈╇╀╄〈┿

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ

6:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[

7:00 ╃/《 ]╁ぅ】╄′′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ 《┿[┿¨′¨╁

8:00 ╃/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

9:00 ╃/《 ╋¨╂ ╊╇ ]〈┿╊╇′ ̈ ]〈┿′¨╁╇〈を ╂╇〈╊╄[┿?

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

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ

13:00 ╃/] ]╄╊を]╉¨》¨╆ぅ╈]〈╁╄′′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ 

╁ ╀[╇〈┿′╇╇

14:00 ╃/] TO′╇ ╀╊ぁ[

15:00 ╃/《 ]╁ぅ】╄′′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ 《┿[┿¨′¨╁

16:00 ╃/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

17:00 ╃/《 ╋¨╂ ╊╇ ]〈┿╊╇′ ̈ ]〈┿′¨╁╇〈を ╂╇〈╊╄[┿?

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

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

21:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿

22:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

23:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

0:00 ╃/《 ′╄╇╆╁╄]〈′｠╈ ╋╇╉╄╊┿′╃╅╄╊¨

1:00 ╃/《 ╉┿〈ぃ【┿ ╀¨╊を【┿ぅ ╇ ╋┿╊╄′を╉┿ぅ

2:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈╄[[┿╉¨〈¨╁¨╂¨ ╁¨╇′┿

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

5:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿

6:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

7:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

8:00 ╃/《 ′╄╇╆╁╄]〈′｠╈ ╋╇╉╄╊┿′╃╅╄╊¨

9:00 ╃/《 ╉┿〈ぃ【┿ ╀¨╊を【┿ぅ ╇ ╋┿╊╄′を╉┿ぅ

10:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈╄[[┿╉¨〈¨╁¨╂¨ ╁¨╇′┿

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

13:00 ╃/] ¨》¨〈┿ ╆┿ ╉[╄╈]╄[┿╋╇ ╉┿╈╆╄[┿

14:00 ╃/] ╋¨′┿[》╇╇ ┿╆╇╇

15:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

16:00 ╃/《 ′╄╇╆╁╄]〈′｠╈ ╋╇╉╄╊┿′╃╅╄╊¨

17:00 ╃/《 ╉┿〈ぃ【┿ ╀¨╊を【┿ぅ ╇ ╋┿╊╄′を╉┿ぅ

18:00 ╃/《 〈┿╈′┿ 〈╄[[┿╉¨〈¨╁¨╂¨ ╁¨╇′┿

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

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

22:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿

23:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

0:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╄ ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿

1:00 ╃/《 ‶[¨》¨[¨╁╉┿. 〉╉[¨】╄′╇╄ 〈╇╂[┿

1:30 ╃/《 ╃╄〈╇ ]〈┿╊╇′╂[┿╃┿. ╋｠ ╀｠╊╇ ╁ ┿╃〉

2:00 ╃/《 ‶╇[┿╋╇╃｠ ]╋╄[〈╇

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

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

6:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿

7:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

8:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╄ ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿

9:00 ╃/《 ‶[¨》¨[¨╁╉┿. 〉╉[¨】╄′╇╄ 〈╇╂[┿

9:30 ╃/《 ╃╄〈╇ ]〈┿╊╇′╂[┿╃┿. ╋｠ ╀｠╊╇ ╁ ┿╃〉

10:00 ╃/《 ‶╇[┿╋╇╃｠ ]╋╄[〈╇

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

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

14:00 ╃/《 ╀┿[¨′╄]]┿ ╃╅┿╆┿

15:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

16:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╄ ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿

17:00 ╃/《 ‶[¨》¨[¨╁╉┿. 〉╉[¨】╄′╇╄ 〈╇╂[┿

17:30 ╃/《 ╃╄〈╇ ]〈┿╊╇′╂[┿╃┿. ╋｠ ╀｠╊╇ ╁ ┿╃〉

18:00 ╃/《 ‶╇[┿╋╇╃｠ ]╋╄[〈╇

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

21:00 ╃/] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ 』╄╊¨╁╄╉┿

22:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00 ╃/《 ╊╄╅┿╉╇, 1942

0:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

1:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

2:00 ╃/《 ¨‶╄[┿『╇ぅ “╂¨╊╊╇╁〉╃”

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

5:00 ╃/] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ 』╄╊¨╁╄╉┿

6:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

7:00 ╃/《 ╊╄╅┿╉╇, 1942

8:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

9:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

10:00 ╃/《 ¨‶╄[┿『╇ぅ “╂¨╊╊╇╁〉╃”

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

13:00 ╃/] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ 』╄╊¨╁╄╉┿

14:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

15:00 ╃/《 ╊╄╅┿╉╇, 1942

16:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

18:00 ╃/《 ¨‶╄[┿『╇ぅ “╂¨╊╊╇╁〉╃”

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/《 ]╇╉╄[〈 ‶[¨〈╇╁ ]┿[╃╅╄′〈┿

21:00 ╃/《 ╂╄′╇┿╊を′┿ぅ ╂╄¨╋╄〈[╇ぅ

22:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

23:00 ╃/] ╇]〈¨[╇ぅ [┿]╇╆╋┿

0:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╇′╉╇, 

╋┿╈ぅ ╇ ┿『〈╄╉╇

1:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

2:00 ╃/《 ‶╄[╁｠╈ 《╇╊を╋ ┿′〈¨′┿ ╉¨[╀╄╈′┿

3:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

4:00 ╃/《 ]╇╉╄[〈 ‶[¨〈╇╁ ]┿[╃╅╄′〈┿

5:00 ╃/《 ╂╄′╇┿╊を′┿ぅ ╂╄¨╋╄〈[╇ぅ

6:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

7:00 ╃/] ╇]〈¨[╇ぅ [┿]╇╆╋┿

8:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╇′╉╇, 

╋┿╈ぅ ╇ ┿『〈╄╉╇

9:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

10:00 ╃/《 ‶╄[╁｠╈ 《╇╊を╋ ┿′〈¨′┿ ╉¨[╀╄╈′┿

11:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

12:00 ╃/《 ]╇╉╄[〈 ‶[¨〈╇╁ ]┿[╃╅╄′〈┿

13:00 ╃/《 ╂╄′╇┿╊を′┿ぅ ╂╄¨╋╄〈[╇ぅ

14:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

15:00 ╃/] ╇]〈¨[╇ぅ [┿]╇╆╋┿

16:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇: ╇′╉╇, 

╋┿╈ぅ ╇ ┿『〈╄╉╇

17:00 ╃/] ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉┿ぅ 《╄[╋┿

18:00 ╃/《 ‶╄[╁｠╈ 《╇╊を╋ ┿′〈¨′┿ ╉¨[╀╄╈′┿

19:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

20:00 ╃/] ╂╄′╇┿╊を′｠╈ ╃╇╆┿╈′

21:00 ╃/] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ 』╄╊¨╁╄╉┿

22:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ 』┿╈╉¨╁]╉¨╂¨

23:00 ╃/] ′¨[╋┿′╃]╉¨╄ ╆┿╁¨╄╁┿′╇╄ ┿′╂╊╇╇

6.30 «′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

7.00 》/《 «╁]〈[╄〈╇╋]ぅ 〉 《¨′〈┿′┿»

8.30 «╉〉》′ぅ»

9.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋  ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

10.00 〈/] «╁[┿』╄╀′┿ぅ 〈┿╈′┿»

11.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

12.00 «¨〈╉[¨╁╄′′｠╈ [┿╆╂¨╁¨[»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00, 03.30 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00, 23.00 «╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.30 «¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

20.00 «╁╃¨╁｠»

21.00 〈/] «][¨』′¨ ╁ ′¨╋╄[! ╂′╄╁ ╀¨╂╇′╇»

22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.30 》/《 «╉[┿]╇╁¨ ╅╇〈を ′╄ ╆┿‶[╄〈╇【を»

00.45 〈/] «┿〈╊┿′〈╇╃┿»

02.35 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.30 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

6.30 «′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

7.00 》/《 «╅╄′】╇′┿, ╉¨〈¨[┿ぅ ‶¨┱〈»

8.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋  ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

10.00 〈/] «╁[┿』╄╀′┿ぅ 〈┿╈′┿»

11.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

12.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿»

15.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00, 05.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00, 23.00 «╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 «‶[¨【╊┿ ╊ぃ╀¨╁を...»

21.00 〈/] «][¨』′¨ ╁ ′¨╋╄[! ╂′╄╁ ╀¨╂╇′╇»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.30 》/《 «╂¨[¨╃ ╆┿╅╇╂┿╄〈 ¨╂′╇»

01.25 〈/] «┿〈╊┿′〈╇╃┿»

02.20 》/《 «╃╇╉┿[╉┿»

6.30  «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

7.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.15 》/《 «¨]〈[¨╁ ╁¨╊』╇╈»

8.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋  ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

10.00 〈/] «╁[┿』╄╀′┿ぅ 〈┿╈′┿»

11.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

12.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿»

15.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00, 04.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00, 23.00 «╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 «‶[¨【╊┿ ╊ぃ╀¨╁を...»

21.00 〈/] «][¨』′¨ ╁ ′¨╋╄[! ╋╄〈╉┿ ╁〉╃〉»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.30 》/《 «〈[╇╅╃｠ ¨ ╊ぃ╀╁╇»

01.15 〈/] «┿〈╊┿′〈╇╃┿»

03.05 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

05.00 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

6.30  «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

7.00 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ ′╇¨〈╉〉╃┿»

8.30 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋  ′╄]¨╁╄[【╄′′¨╊╄〈′╇》»

10.00 〈/] «╁[┿』╄╀′┿ぅ 〈┿╈′┿»

11.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

12.00 〈/] «〈┿╉]╇]〈╉┿»

15.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00, 04.55 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00, 23.00 «╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 «‶[¨【╊┿ ╊ぃ╀¨╁を...»

21.00 〈/] «][¨』′¨ ╁ ′¨╋╄[! ╋╄〈╉┿ ╁〉╃〉»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.30 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ ′┿ ]╁¨┱╋ ╋╄]〈╄»

01.25 》/《 «]┿╊╋┿ ╇ ]┿╊╇╋»

5.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.30 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

7.00 》/《 «╊ぃ╃╇ ′┿ ╋¨]〈〉»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

11.15 ┿′┿〈¨╊╇╈ ╀╄╊｠╈, ╄╁╂╄′╇╈ ]╇╃╇》╇′,

 ¨╊╄]ぅ ]〉╃╆╇╊¨╁]╉┿ぅ ╁ ╋╄╊¨╃[┿╋┿-

〈╇』╄]╉¨╋   ]╄[╇┿╊╄ «]╄╁╄[′｠╈ ╁╄〈╄[»

18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00, 23.00 «╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.05 》/《 «╉[｠]┿»

23.30 》/《 «╉[｠]┿»

00.00 》/《 «╄]╊╇ 〈¨╊を╉¨»

01.55 〈/] «┿〈╊┿′〈╇╃┿»

03.45 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.40 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.35 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

6.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.30 «╃┿』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

8.00 》/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╅┱╊〈¨╂¨ 』╄╋¨-

╃┿′』╇╉┿»

9.25 》/《 «』┿]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁ ╇╊╇ ¨‶╄[┿『╇ぅ 

«╉¨¨‶╄[┿『╇ぅ»

11.15 》/《 «╋¨┱ ‶¨]╊╄╃′╄╄ 〈┿′╂¨»

13.45 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

13.55 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

14.55 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

15.55 》/《 «╂¨╊¨]┿ [｠╀»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

19.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.30 》/《  «╉¨╂╃┿ ╂┿[[╇ ╁]〈[╄〈╇╊ ]┿╊╊╇»

21.30 〈/] «〈ぃ╃¨[｠»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «╃¨]〈〉』┿〈を]ぅ ╃¨ ′╄╀╄]»

01.40 〈/] «┿〈╊┿′〈╇╃┿»

03.30 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.25 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.25 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

6.00 «╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41-╃¨╋┿【′╄╋»

6.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «36,6»

7.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.55 ]╉┿╆╉┿ «]′╄╂〉[¨』╉┿»

9.30 》/《 «〈┿╉┿ぅ ╅╄′】╇′┿»

11.20 》/《 «╃╅╄╈′ ぁ╈[»

15.30 «]╊┿╃╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

16.00 》/《 «╂[¨╆¨╁¨╈ ‶╄[╄╁┿╊»

18.00 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 》/《 «╋¨╈ ╊〉』【╇╈ ╊ぃ╀¨╁′╇╉»

21.30 〈/] «〈ぃ╃¨[｠»

23.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

00.00 》/《 «【╇╉»

01.55 〈/] «┿〈╊┿′〈╇╃┿»

03.45 〈/] «‶[╄╃┿〈╄╊を]〈╁¨»

04.40 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

05.25 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

6.00, 10.00 ]╄╈』┿]
6.10 〈/] «]╁¨╈-』〉╅¨╈»
6.55 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00 〉〈[¨ ′┿ «5»
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.45, 12.30 〈/] «』╄〈｠[╄ 〈┿′╉╇]〈┿ ╇ ]¨╀┿╉┿»
12.00, 15.30, 18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
13.20 》/《 «¨╃╇′ 【┿′] ╇╆ 〈｠]ぅ』╇»
15.00, 18.00, 20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
19.00 〈/] «╆┿]〈┿╁┿ ╅╇╊╇′┿»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
21.00 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»
22.30 ╋¨╋╄′〈 ╇]〈╇′｠
23.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.00 》/《 «‶¨╁¨[¨〈 [╄╉╇»
02.40 》/《 «╂[╇′╀╄[╂»
04.25 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇
05.05 〈/] «]╁¨╈-』〉╅¨╈»

6.00, 10.00 ]╄╈』┿]
6.10 〈/] «]╁¨╈-』〉╅¨╈»
6.55 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00 〉〈[¨ ′┿ «5»
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.30, 12.30 〈/] «』╄〈｠[╄ 〈┿′╉╇]〈┿ ╇ ]¨╀┿╉┿»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
13.10 》/《  «╆┿╁〈[┿  ╀｠╊┿ ╁¨╈′┿»
15.00, 18.00, 20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «╆┿]〈┿╁┿ ╅╇╊╇′┿»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
21.00 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»
22.30 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』»
00.05 》/《 «‶┿[┿【ぃ〈╇]〈｠»
01.50 》/《 «]╉┿╆ ‶[¨ 〈¨, ╉┿╉ 『┿[を ‶╄〈[ 

┿[┿‶┿ ╅╄′╇╊»
03.30 》/《 «╉[╇╉»
05.15 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»

6.00, 10.00 ]╄╈』┿]
6.10 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»
6.55 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00 〉〈[¨ ′┿ «5»
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.30, 12.30 〈/] «』╄〈｠[╄ 〈┿′╉╇]〈┿ ╇ ]¨╀┿╉┿»
12.00, 15.30, 18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
13.00 》/《 «]〉╃を╀┿ 』╄╊¨╁╄╉┿»
15.00  ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
19.00 〈/] «╆┿]〈┿╁┿ ╅╇╊╇′┿»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»
22.30 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』»
00.35 》/《 «╁¨]》¨╅╃╄′╇╄»
02.35 》/《 «¨╃╇′ 【┿′] ╇╆ 〈｠]ぅ』╇»
03.50 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇
04.30 ‶[¨╂[╄]]
04.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 10.00 ]╄╈』┿]
6.10 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»
6.55 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00 〉〈[¨ ′┿ «5»
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.30, 12.30 》/《 «╂¨[¨╅┿′╄»
12.00, 15.30 ]╄╈』┿]
12.40 》/《 «╉┿╁┿╊╄[ ╆¨╊¨〈¨╈ ╆╁╄╆╃｠»
15.00  ╋╄]〈¨  ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00  ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
18.30, 22.00 ]╄╈』┿]
19.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»
22.30 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』»
00.00 》/《 «‶╄[╁｠╈ ぁ【╄╊¨′»
02.05 》/《 «]〉╃を╀┿ 』╄╊¨╁╄╉┿»
03.50 》/《  «╆┿╁〈[┿  ╀｠╊┿ ╁¨╈′┿»
05.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00, 10.00 ]╄╈』┿]
6.10 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»
6.55 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
7.00 〉〈[¨ ′┿ «5»
9.25 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
10.30 》/《 «╀[¨′╆¨╁┿ぅ ‶〈╇『┿»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╀[¨′╆¨╁┿ぅ ‶〈╇『┿»
15.00 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
15.30, 18.30 ]╄╈』┿]
16.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00  ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
19.00 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
20.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′｠╄ 》[¨′╇╉╇
20.30  ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ
21.00 〈/] «╋〉╅]╉┿ぅ [┿╀¨〈┿»
22.50 》/《 «】╇〈 ╇ ╋╄』»
00.15 》/《 «╉[┿]′┿ぅ ‶╊¨】┿╃を»
02.50 》/《 «〈[╇ ′╄╂¨╃ぅぅ  ╁ ]╉[｠〈¨╈ ╉[╄‶¨]〈╇»
05.05 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.30 》/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╉[¨【┿»
10.00 ]╄╈』┿]
10.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
10.30 》/《 «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ぁ╊╄╉〈[¨′╇╉┿»

14.30 〈/] «』╄〈｠[╄ 〈┿′╉╇]〈┿ ╇ ]¨╀┿╉┿»
18.30 ]╄╈』┿]
18.45 〈/] «╋¨╊¨╃¨╈ ╁¨╊╉¨╃┿╁»
00.25 》/《 «[〉]〈╄[ ╉¨╂╀╄[′»
02.20 》/《 «‶╄[╁｠╈  ぁ【╄╊¨′»
04.10 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇
04.50 ╃/] «〉╃╇╁╇〈╄╊を′｠╄ ╋╂′¨╁╄′╇ぅ»

6.00 ╃/] «╁┿[╁┿[｠ 〈╄[[╇ ╃╅¨′]┿»

6.55 ╃/] «╆╁╄[を, ╉¨〈¨[｠╈ ]‶┿] ╋′╄ ╅╇╆′を»

7.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.20 》/《 «┿╈╀¨╊╇〈-66»

10.00 ]╄╈』┿]

10.10 ╃/《 «╀╄╊｠╈ ]¨╉¨╊, ╀╄╊｠╈ ╁¨╊╉»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.05 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

13.55 》/《 «╆┿‶┿]′¨╈ ╇╂[¨╉»

15.30 》/《 «〉╉[¨〈╇〈╄╊を′╇『┿ 〈╇╂[¨╁»

17.30, 01.05 ╋╄]〈¨ ‶[¨╇]【╄]〈╁╇ぅ.  ¨ ╂╊┿╁′¨╋

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 〈/] «╆┿]〈┿╁┿ ╅╇╊╇′┿»

23.10 》/《 «]╋╄[〈を ╁ ぁ《╇[╄»

02.00 》/《 «╉[┿]′┿ぅ ‶╊¨】┿╃を»

04.20 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

05.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 «╇]〈¨[╇╇ ╂╄′╄[┿╊┿ ╂〉[¨╁┿»
9.00 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
9.30 》/《 «[╄‶¨[〈┿╅»
11.30, 16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
12.00, 17.00 «]¨]╄╃╇»
12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
13.00 〈/] «‶[╇]〈┿╁｠»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 〈/] «╋¨[]╉┿ぅ ‶¨╊╇『╇ぅ»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
17.30 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.30 «╃╄′を»
19.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
20.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
21.30, 01.40 》/《 «』╇]〈╇╊を】╇╉»
23.30 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.10 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
03.40 》/《 «[╄‶¨[〈┿╅»
05.15 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 «╇]〈¨[╇╇ ╂╄′╄[┿╊┿ ╂〉[¨╁┿»

9.00 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»

9.30 》/《 «╀┿╀′╇╉-2»

11.00, 19.30, 00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»

11.30, 16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»

12.00, 17.00 «]¨]╄╃╇»

12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

13.00 〈/] «‶[╇]〈┿╁｠»

14.00 〈/] «CSI»

15.00 〈/] «╋¨[]╉┿ぅ ‶¨╊╇『╇ぅ»

16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

17.30 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇

18.30 «╃╄′を»

20.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

21.30, 02.05 》/《 «]』╇〈┿′′｠╄ ]╄╉〉′╃｠»

23.30 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

01.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»

04.00 》/《 «╋╇╊｠╈ ╃[〉╂ ╃┿╁′¨ ╆┿╀｠〈｠》 ╊╄〈»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 «╇]〈¨[╇╇ ╂╄′╄[┿╊┿ ╂〉[¨╁┿»
9.00 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
9.30 》/《 «╂┿[┿′〈╇[〉ぃ ╅╇╆′を»
11.30, 16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
12.00, 17.00 «]¨]╄╃╇»
12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
13.00 〈/] «‶[╇]〈┿╁｠»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 〈/] «╋¨[]╉┿ぅ ‶¨╊╇『╇ぅ» 1 ]╄╆¨′
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
17.30 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.30 «╃╄′を»
19.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
20.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
21.30, 02.00 》/《 «┿《╂┿′╄『»
23.30 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
03.55 》/《 «╂┿[┿′〈╇[〉ぃ ╅╇╆′を»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 «╇]〈¨[╇╇ ╂╄′╄[┿╊┿ ╂〉[¨╁┿»
9.00 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
9.30 》/《 «╉[｠]｠, ╇╊╇ ′¨』′┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
11.30, 16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
12.00, 17.00 «]¨]╄╃╇»
12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
13.00 〈/] «‶[╇]〈┿╁｠»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 〈/] «╋¨[]╉┿ぅ ‶¨╊╇『╇ぅ»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
17.30 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.30 «╃╄′を»
19.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
20.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
21.30, 02.00 》/《 «╋┿〈┿╃¨[»
23.30 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
04.00 》/《 «╁｠╅╇╁【╄╄ ╆╊¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 «╇]〈¨[╇╇ ╂╄′╄[┿╊┿ ╂〉[¨╁┿»
9.00 «]¨╀┿』をぅ [┿╀¨〈┿»
9.30 》/《 «《[┿′『〉╆»
11.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
11.30, 16.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
12.00, 17.00 «]¨]╄╃╇»
12.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
13.00 〈/] «‶[╇]〈┿╁｠»
14.00 〈/] «CSI»
15.00 〈/] «╋¨[]╉┿ぅ ‶¨╊╇『╇ぅ»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
17.30 ]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇
18.30 «╃╄′を»
19.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
20.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
21.30 》/《 «¨〈]〈〉‶′╇╉╇»
23.30 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
01.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
03.05 》/《 «╁｠]〈[╄╊ ╁ ╂[¨╀〉»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.25 》/《 «《[┿′『〉╆»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.20 «‶[╄╃‶[╇′╇╋┿〈╄╊を»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.20 》/《 «╉[｠]｠, ╇╊╇ ′¨』′┿ぅ ╋┿《╇ぅ»
11.20 〈/] «╄╁╊┿╋‶╇ぅ [¨╋┿′¨╁┿. ]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╃╄〈 

╃╇╊╄〈┿′〈»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 〈/] «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╃〉〈 ╆′┿〈¨╉╇. ‶¨╊〉╃╄′- 

′｠╈ ╁¨[. ╃╄╊¨ わ18»
16.30 》/《 «]╁┿╃を╀┿»
18.30 》/《 «╉[¨╉¨╃╇╊»
20.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠. 〈¨‶ 20»
21.30 «〉╂¨′»
22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.05 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.35 〈/] «┿′┿〈¨╋╇ぅ ]╋╄[〈╇»
01.35 〈/] «╃′╄╁′╇╉╇ «╉[┿]′¨╈ 〈〉《╄╊を╉╇»
02.00 》/《 «╉[¨╉¨╃╇╊»
04.00 》/《 «]╁┿╃を╀┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
6.30 》/《 «╀┿╀′╇╉-2»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 》/《 «╇╋ ‶¨╉¨[ぅ╄〈]ぅ ′╄╀¨»
11.20 〈/] «╄╁╊┿╋‶╇ぅ [¨╋┿′¨╁┿. ]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╃╄〈 

╃╇╊╄〈┿′〈»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 〈/] «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╃〉〈 ╆′┿〈¨╉╇. ╀〉╋╄[┿′╂. 

╃╄╊¨ わ 20»
16.30 》/《 «╊ぃ╀¨╁を.[〉»
18.30 》/《 «╉[¨╉¨╃╇╊ 2. ]‶╇]¨╉ ╅╄[〈╁»
20.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
21.30 «〉╂¨′»
22.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.05 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.35 〈/] «┿′┿〈¨╋╇ぅ ]╋╄[〈╇»
01.30 〈/] «╃′╄╁′╇╉╇ «╉[┿]′¨╈ 〈〉《╄╊を╉╇»
02.05 》/《 «╉[¨╉¨╃╇╊ 2. ]‶╇]¨╉ ╅╄[〈╁»
04.00 》/《 «╋╇╊｠╈ ╃[〉╂ ╃┿╁′¨ ╆┿╀｠〈｠》 ╊╄〈»

¨
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╇
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╀
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╊
╉
┿

5:40 ¨]〈[¨╁ ╉[┿]′¨╂¨ ╀〉╈╁¨╊┿
6:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
7:30 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
8:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
8:45 ]╊╄╃¨‶｠〈
9:25 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
10:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
11:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
11:40, 2:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
12:15, 22:30 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
12:30 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
12:50 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
13:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
14:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
14:40 [｠╀′｠╄ ╋╄]〈┿ ┿〈╊┿′〈╇╉╇
15:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
16:00 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
16:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
16:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
17:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
17:40 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
17:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
18:25 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
18:55 [｠╀¨╊¨╁′｠╈ 《╄]〈╇╁┿╊を
19:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
20:00 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
20:40 ′┿ ¨》¨〈╄ ] ]¨╀┿╉¨╈
21:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
23:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
23:45 ]╊╄╃¨‶｠〈
0:25 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
1:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
2:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
3:15 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
3:30 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
3:50 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
4:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿

5:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
5:40 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ]╇╀╇[╇ ′┿ [╄╉╄ ぅ╋┿
6:45 ╁╄╊╇╉╇╄ [〉╅をぅ
7:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
7:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
8:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
8:40 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
8:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
9:25 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
9:55 [｠╀¨╊¨╁′｠╈ 《╄]〈╇╁┿╊を
10:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
11:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
11:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
12:05, 15:25, 3:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ̈  [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ 

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

5:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
5:25 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
6:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
6:40 ′┿》╊｠]〈
7:10 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
7:30 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
8:00 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
8:40 ¨]〈[¨╁ ╉[┿]′¨╂¨ ╀〉╈╁¨╊┿
9:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
10:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
10:30 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
11:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
11:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
11:45, 2:45 ]╊╄╃¨‶｠〈
12:25, 3:25 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
13:00, 20:25 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
14:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
14:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
15:15 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
15:30 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
15:50 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
16:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
17:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
17:40 [｠╀′｠╄ ╋╄]〈┿ ┿〈╊┿′〈╇╉╇
18:45 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
19:00 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
19:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
19:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
20:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
21:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
21:40 [┿╃╆╇【╄╁]╉╇╈ ╇ ╉
22:10 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
22:30 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
23:00 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
23:40 ′┿ ¨》¨〈╄ ] ]¨╀┿╉¨╈
0:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
1:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
1:30 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
2:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
2:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
4:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

5:00, 20:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
5:40, 20:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
6:15, 21:15 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
6:30, 21:30 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
6:50, 21:50 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
7:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
8:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
8:40 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ]╇╀╇[╇ ′┿ [╄╉╄ ぅ╋┿
9:45 ╁╄╊╇╉╇╄ [〉╅をぅ
10:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
10:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
11:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
11:40 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
11:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
12:25 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
12:55 [｠╀¨╊¨╁′｠╈ 《╄]〈╇╁┿╊を
13:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
14:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
14:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
15:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
15:20 ¨[〉╅╇╄ ¨》¨〈｠
16:00 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿
16:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
17:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
17:25 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
18:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
18:40 ′┿》╊｠]〈
19:10 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
19:30 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
22:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
23:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
23:40 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ╂[╄′╊┿′╃╇╇
0:45 ╁╄╊╇╉╇╄ [〉╅をぅ
1:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
1:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
2:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
2:40 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
2:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
3:25 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
3:55 [｠╀¨╊¨╁′｠╈ 《╄]〈╇╁┿╊を
4:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

5:00, 14:00, 20:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
5:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
6:05, 9:25, 21:05, 0:25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. 

′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
6:20 ¨[〉╅╇╄ ¨》¨〈｠
7:00 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿
7:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
8:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
8:25 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
9:40 ′┿》╊｠]〈
10:10 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
10:30 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
11:00 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
11:40 ¨]〈[¨╁ ╉[┿]′¨╂¨ ╀〉╈╁¨╊┿
12:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
13:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
13:30 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
14:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
14:45 ]╊╄╃¨‶｠〈
15:25 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
16:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
17:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
17:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
18:15 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
18:30 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
18:50 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
19:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
20:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
21:20 ¨[〉╅╇╄ ¨》¨〈｠
22:00 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿
22:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
23:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
23:25 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
0:40 [┿╃╆╇【╄╁]╉╇╈ ╇ ╉
1:10 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
1:30 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿
2:00 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
2:40 ′┿ ¨》¨〈╄ ] ]¨╀┿╉¨╈
3:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
4:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
4:30 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

5:00, 17:00, 20:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
5:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
5:45 ]╊╄╃¨‶｠〈
6:25 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
7:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
8:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
8:40, 23:40 ‶¨╃╁¨╃′｠╄ [╄‶¨[〈┿╅╇ ╂┿ぅ 》┿[╁╇
9:15 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
9:30 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
9:50 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
10:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
11:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
11:40 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ]╇╀╇[╇ ′┿ [╄╉╄ ぅ╋┿
12:45 ╁╄╊╇╉╇╄ [〉╅をぅ
13:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
13:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
14:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
14:40 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
14:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
15:25 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
15:55 [｠╀¨╊¨╁′｠╈ 《╄]〈╇╁┿╊を
16:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
17:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
18:05 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄. ′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈
18:20 ¨[〉╅╇╄ ¨》¨〈｠
19:00 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿
19:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
20:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
20:45 ]╊╄╃¨‶｠〈
21:25 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
22:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠
23:00 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
0:15 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
0:30 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
0:50 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
1:15 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
2:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
2:40 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ╂[╄′╊┿′╃╇╇
3:45 ╁╄╊╇╉╇╄ [〉╅をぅ
4:15 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
4:45 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠

5:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

5:40 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

5:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈

6:25 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

6:55 [｠╀¨╊¨╁′｠╈ 《╄]〈╇╁┿╊を

7:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

8:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠

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

9:20 ¨[〉╅╇╄ ¨》¨〈｠

10:00 ‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨》¨〈┿

10:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

11:00 ′┿ ╉[ぃ』╉╄

11:25 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

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

12:40 ′┿》╊｠]〈

13:10 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠

13:30 ‶╊┿′╄〈┿ ¨》¨〈′╇╉┿

14:00 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋

14:40 ¨]〈[¨╁ ╉[┿]′¨╂¨ ╀〉╈╁¨╊┿

15:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]

16:05 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

16:30 ‶╊A′╄〈┿ [｠╀┿╉┿

17:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

17:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿

17:45 ]╊╄╃¨‶｠〈

18:25 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿

19:00 ╃′╄╁′╇╉╇ ╀¨╊を【¨╈ ¨》¨〈｠

20:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

20:40 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈

20:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈

21:25 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

21:55 ¨》¨〈┿ ] ╊〉╉¨╋

22:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄

23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄

23:35 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
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]╉┿′╁¨[╃

¨すゃっすに くぇ しおぇくゃけさょ ゃ しかっょせのとっき くけきっさっ

]〉╀╀¨〈′╇╈ 』┿]
− 〉きけかはの, くっ こけおせこぇえ すに

«こぇかひくせの» ゃけょおせ!!!

– ╂けさはつせの ゃけょせ すぇお う くっ 
ょぇかう?

– ぅ すせす ゃにはしくうかぇ せ しけしっ-
ょっえ, しおぇいぇかう – ょけ 24-ゅけ きけあくけ くっ 
あょぇすぬ, ゃ おけすっかぬくけえ こさけそうかぇおすう-
おぇ.

– ′せ ょぇ. ┿ し 24-ゅけ, ゃうょうきけ, きけあ-
くけ くぇつうくぇすぬ あょぇすぬ.

‶けしかっ きくけゅけつうしかっくくにた かあっ-
こさけさけつっしすゃ け ゅさはょせとっき ┿こけ-
おぇかうこしうしっ, ゃけてっょてうた ゃ すさぇ-

ょうちうの, けしすぇひすしは すけかぬおけ けぉなはゃうすぬ 
╉けくっち ]ゃっすぇ くぇちうけくぇかぬくにき こさぇいょ-
くうおけき う けすきっつぇすぬ っゅけ おぇあょにえ ゅけょ.

╁ きぇゅぇいうくっ くぇつぇかぬくうちぇ けす-
つうすにゃぇっす しけゃしっき きけかけょっくぬ-
おせの こさけょぇゃとうちせ いぇ おぇおけえ-すけ 

こさけしすせこけお う ゃ おけくちっ しゃけっゅけ さぇい-
くけしぇ さうすけさうつっしおう ゃけしおかうちぇっす: 

– ╃ぇ せ すっぉは ゃけけぉとっ しけゃっしすぬ 
っしすぬ? 

‶っさっこせゅぇくくぇは ょっゃつけくおぇ, さぇいきぇ-
いにゃぇは しかひいに こけ かうちせ う ゃしたかうこに-
ゃぇは, あぇかけぉくけ けこさぇゃょにゃぇっすしは: 

– ╄しすぬ, は ゃ すけさゅけゃかっ しけゃしっき くっ-
ょぇゃくけ.

¨╀‒ぅ╁╊╄′╇╄. ‶さけょぇの きぇ-
てうくせ ゃ たけさけてっき しけしすけはくうう. 
╄ょうくしすゃっくくにえ きうくせし – ぉけうす-

しは ょけさけゅ う こけかうちうう.

╋うかうちうけくっさぇき, くっ しせきっゃ-
てうき こさけえすう こっさっぇすすっしすぇちうの, 
ぉせょっす こさっょかけあっくぇ ょけかあ-

くけしすぬ かっあぇつっゅけ こけかうちっえしおけゅけ.
′さぇゃうすしは きくっ こけいうちうは きうくう-

しすさぇ けぉさぇいけゃぇくうは – は すけあっ すっさこっすぬ 
くっ きけゅせ ゃしった ねすうた てうぉおけ ゅさぇきけすくにた...

′ぇ しゃけっえ ゃにこせしおくけえ かっくすっ 
┿くょさっえ くぇこうしぇか ょけきぇてくうえ 

ぇょさっし, きぇきうく きけぉうかぬくにえ う ゅさせここせ 
おさけゃう – う くっ こさけゅぇょぇか.

╃けさけゅう ゃ [けししうう ょっかぇのすしは 
こけ そねく-てせの, けく くっ すっさこうす 
こさはきけゅけ, さけゃくけゅけ う ゅかぇょおけゅけ.

– ╀せょぬ ょさせゅけき, こけしけゃっすせえ 
きくっ くぇ おけき あっくうすぬしは – くぇ ぉけ-

ゅぇすけえ しけさけおぇかっすくっえ ゃょけゃっ, うかう くぇ 
きけかけょっくぬおけえ ょっゃせておっ, ぉっょくけえ, ぉっい 
こさうょぇくけゅけ, くけ おけすけさせの は かのぉかの? 

– [ぇいせきっっすしは, くぇ ょっゃせておっ, ゃっょぬ 
しぇきけっ ゅかぇゃくけっ ゃ きうさっ – ねすけ かのぉけゃぬ. 
╉しすぇすう, おすけ ねすぇ ゃょけゃぇ う ゅょっ けくぇ あうゃひす?

┿╉『╇ぅ

┦ ┮┤┨┴┩ – 
┤┱╂┶┬┱┿ ┧┯┤┫┮┬
¨さゅぇくういぇすけさに ゅけさけょしおけえ ぇおちうう «『ゃっ-

すせとうえ ゅけさけょ» こさうゅかぇてぇのす くぇつうくぇのとうた 
う こさけそっししうけくぇかぬくにた そけすけゅさぇそけゃ こさう-
くはすぬ せつぇしすうっ ゃ おけくおせさしっ そけすけゅさぇそうえ 
«╂けさけょしおうっ ちゃっすに». ╇すけゅう っゅけ ぉせょせす 
こけょゃっょっくに くぇ ちっさっきけくうう くぇゅさぇあょっくうは 
こけぉっょうすっかっえ ぇおちうう ゃ しっくすはぉさっ. ╃かは せつぇ-
しすうは くっけぉたけょうきけ いぇさっゅうしすさうさけゃぇすぬしは う こさうくっしすう けす こはすう ょけ 15  そけすけ 
そけさきぇすぇ ┿4 くぇ ねかっおすさけくくけき くけしうすっかっ ゃ  おぇぉうくっす わ401 ぇょきうくうしすさぇ-
ちうう ╀╂¨ ょけ 31 ぇゃゅせしすぇ.

╂かぇゃくにえ こさうい – しっさすうそうおぇす くぇ けぉせつっくうっ ゃ そけすけておけかっ ╇かぬう ]すさけおけ-
ゃぇ. ‶けょさけぉくぇは うくそけさきぇちうは こけ すっかっそけくせ 4-30-27.

┱┤ ┮┤┴┱┤┦┤┯ ┫┲┦┖┰ ┨┴┷┫┩┭
‶さっょこさうはすうは, しっきぬう, けさゅぇくういぇちうう, うくょうゃうょせぇかぬくにっ せつぇしすくうおう, ょけ-

ぉさけ こけあぇかけゃぇすぬ くぇ おぇさくぇゃぇか! ╂けすけゃぬすっ しすうかういけゃぇくくにっ おけしすのきに くぇ-
さけょけゃ きうさぇ, おさうつぇかおう, すぇくちっゃぇかぬくにっ くけきっさぇ う けすかうつくけっ くぇしすさけっくうっ. 
╂かぇゃくけっ, ゃにょっさあぇすぬ くぇちうけくぇかぬくにえ おけかけさうす ゃ くぇさはょぇた う きせいにおっ. ′ぇ-
こけきうくぇっき: ゅかぇゃくにえ こさうい – 70 すにしはつ させぉかっえ.

╉ぇさくぇゃぇかぬくけっ てっしすゃうっ しけしすけうすしは ゃすけさけゅけ うのかは, ゃ ╃っくぬ ゅけさけょぇ. ′ぇ-
つぇかけ さっゅうしすさぇちうう – ゃ 15:00, くぇつぇかけ てっしすゃうは – ゃ 16:00.  ╂けかけしけゃぇくうっ 
こけ ゃけこさけしせ け  くっけぉたけょうきけしすう ういきっくっくうは きぇさてさせすぇ こさけゃけょうすしは くぇ しぇえ-
すっ  http://www.berezovskii.ru. 

┫┴┬ ┦ ┮┲┴┩┱╀!
50 すにしはつ おけさくっえ いぇおせこうか くにくつっ ゅけさけょ ょかは せつぇしすくうおけゃ ぇおちうう. ぁすけ 

こっすせくうは, しぇかぬゃうは, ちっかけいうは, ちうくっさぇさうは, ぉぇさたぇすちに, てぇそさぇくに, ぉぇかぬいぇ-
きうくに, ぉっゅけくうは, ぇゅっさぇすせきに, ゅっけさゅうくに, おぇこせしすぇ ょっおけさぇすうゃくぇは, ぇきぇさぇく-
すに. [ぇししぇょせ せあっ こけかせつうかう こさっょこさうはすうは, けさゅぇくういぇちうう, あうすっかう つぇしす-
くにた ょけきけゃ う きくけゅけねすぇあっお.

¨すきっすうき, つすけ さっゅうしすさぇちうは せつぇしすくうおけゃ ぇおちうう こさけょけかあぇっすしは. 〈ぇお つすけ 
くっ こけいょくけ こけょおかのつうすぬしは お けぉとっくぇさけょくけきせ ょゃうあっくうの ぉっさっいけゃつぇく こけ 
«さぇしちゃっつうゃぇくうの» ゅけさけょぇ う こけしひかおけゃ. ╁ しっくすはぉさっ, こけしかっ こけょゃっょっくうは 
うすけゅけゃ ぇおちうう, こさけえょひす いぇこうしぬ くぇ こけかせつっくうっ さぇししぇょに せあっ くぇ 2012-にえ.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

〈╁¨[』╄]〈╁¨

«【┿╊を′¨╄ 〉╁╊╄』╄′╇╄»
╇さうくぇ ╁╄╃╄′╇╉〈¨╁┿, 
いぇゃ. そうかうぇかけき ょゃけさけゃけゅけ おかせぉぇ «╋っさうょうぇく» 

╁ うのくっ ゃけ きくけゅうた しすさぇくぇた きうさぇ 
けすきっつぇっすしは ╁しっきうさくにえ ょっくぬ ゃは-
いぇくうは. ╊のぉうすっかう ゃはいぇくうは ゃしすさっ-
つぇのすしは  ゃ こぇさおぇた, しおゃっさぇた う ょさせ-
ゅうた きっしすぇた ょかは こけこせかはさういぇちうう 
させおけょっかうは.  

╁ そうかうぇかっ ょゃけさけゃけゅけ おかせぉぇ «╋っ-
さうょうぇく» ねすけす こさぇいょくうお ょぇゃくけ しすぇか 
«こさけそっししうけくぇかぬくにき». ╉させあけお ゃは-
いぇくうは しせとっしすゃせっす  ゃ おかせぉっ ぉけかっっ 20 
かっす. ╇ くっういきっくくにき  させおけゃけょうすっかっき 
っゅけ  はゃかはっすしは ╋はおけくぬおうた ╊のぉけゃぬ 
′うおけかぇっゃくぇ. ╁はいぇくうっ – ねすけ っひ たけぉ-
ぉう う せゃかっつっくうっ くぇ こさけすはあっくうう ゃしっえ 
あういくう. ╇ せあっ くう しつっしすぬ, しおけかぬおけ 
しゃはいぇくけ こうくっすけお, おけそすけつっお う てぇこけ-
つっお… ╁ おさせあけお お ╊のぉけゃぬ ′うおけかぇ-
っゃくっ こさうたけょはす う ょっすう, う ゃいさけしかにっ. 
′っょぇゃくけ きに けさゅぇくういけゃぇかう きっさけこさう-
はすうっ – «【ぇかぬくけっ せゃかっつっくうっ».  ╉ぇあ-
ょぇは うい あっくとうく-おけくおせさしぇくすけお しゃはいぇ-

かぇ こけ てぇかう, ぇ ゃしっ ゃきっしすっ ゃにぉさぇかう 
くぇうぉけかっっ おさぇしうゃせの. ‶けぉっょうすっかぬくう-
ちぇ こけかせつうかぇ ゃ こけょぇさけお こさはあせ. 

]っえつぇし ょゃけさけゃにえ おかせぉ けさゅぇくういせっす 
ぇおちうの «〈ひこかけっ ょっすしすゃけ». ╁はいぇかぬとう-
ちに くぇてっゅけ ゅけさけょぇ! ╋に こさっょかぇゅぇっき 
ゃぇき ういゅけすけゃうすぬ そさぇゅきっくすに ょっすしおうた 
けょっはかっち (おゃぇょさぇすに 20*20 しき) おさのつ-
おけき うかう しこうちぇきう. ╃け こっさゃけゅけ うのかは 
うた くっけぉたけょうきけ こさうくっしすう ゃ ょゃけさけゃにえ 
おかせぉ «╋っさうょうぇく», ぇ ゃ ╃っくぬ ゅけさけょぇ, 
けおけかけ  ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう,  きに しけ-
てぬひき おゃぇょさぇすうおう ゃきっしすっ. ¨ょっはかぇ 
させつくけえ さぇぉけすに しすぇくせす こけょぇさおけき 
ょっすうておぇき うい ょっすしおけゅけ ょけきぇ. ‶さういに-
ゃぇっき ゃしった, おすけ せきっっす ゃはいぇすぬ, こさうしけ-
っょうくうすぬしは お くぇてっえ ぇおちうう. ‶せしすぬ  ょっ-
すはき, かうてひくくにき きぇすっさうくしおけえ かぇしおう, 
しすぇくっす  ゃ ねすけき きうさっ くっきくけゅけ  せのすくっっ 
う すっこかっっ. ]こさぇゃおう こけ すっか. 4-39-55.

]¨『╇┿╊を′┿ぅ [╄╉╊┿╋┿

んÑ½óÖóïöëíîó　 ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí 
Üßé　ç¿　ñö ¡ÜÖ¡ÜëïÖ▲ú ÜößÜë Öí £í½ñàñÖóñ çí¡íÖöÖÜú ÑÜ¿¢ÖÜïöó 

Ñóëñ¡öÜëí ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ 
ß0Ñ¢ñöÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 «ゐ0Ñ¢ñöÖ▲ú Üô、ö».

がíöí äëÜçñÑñÖó　 ¡ÜÖ¡ÜëïÖÜÇÜ ÜößÜëí − 30.06.2011. 
ぜñïöÜ äëÜçñÑñÖó　: íÑ½óÖóïöëíîó　 ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí, ¡íß.301. ゑëñ½　 äëÜçñÑñÖó　 - 14:00.
とçí¿óâó¡íîóÜÖÖ▲ñ öëñßÜçíÖó　, äëñÑé　ç¿　ñ½▲ñ ¡ äëñöñÖÑñÖöí½ Öí £í½ñàñÖóñ ÑÜ¿¢ÖÜïöó:
− ç▲ïüññ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üñ ó¿ó âóÖíÖïÜçÜñ Üßëí£ÜçíÖóñ; − Üä▲ö  ëíßÜö▲ Öí ëÜ¡ÜçÜÑ　àóê ÑÜ¿¢-

ÖÜïö　ê ç ßÜêÇí¿öñëóó, âóÖíÖïÜçÜú ó ~¡ÜÖÜ½óôñï¡Üú ï¿Ü¢ßíê Öñ ½ñÖññ 3 ¿ñö; − £ÖíÖóñ とÜÖïöóöÜîóó 
づぱ, âñÑñëí¿áÖ▲ê £í¡ÜÖÜç, óÖ▲ê ÖÜë½íöóçÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç ç ß0Ñ¢ñöÖÜú ïâñëñ, çïñê Üôíïö¡Üç 
ßÜêÇí¿öñëï¡ÜÇÜ Üô、öí, ßÜêÇí¿öñëï¡Üú ó Öí¿ÜÇÜçÜú Üöô、öÖÜïöó; − ÜçñëñÖÖ▲ú äÜ¿á£Üçíöñ¿á ぢと. 

ゎëí¢ÑíÖóÖ, ó£é　çóçüóú ¢ñ¿íÖóñ ÜôíïöçÜçíöá ç ¡ÜÖ¡ÜëïÖÜ½ ÜößÜëñ, äëñÑïöíç¿　ñö ç íÑ½óÖóïöëí-
îó0 ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ÇÜëÜÑï¡ÜÇÜ Ü¡ëÜÇí (¡íß. 401)  ï¿ñÑÜ0àóñ ÑÜ¡Ü½ñÖö▲:

− ¿óôÖÜñ £í　ç¿ñÖóñ; − ïÜßïöçñÖÖÜëÜôÖÜ £íäÜ¿ÖñÖÖÜ0 ó äÜÑäóïíÖÖÜ0 íÖ¡ñöÜ äÜ âÜë½ñ; − ¡Üäó0 
äíïäÜëöí; − ¡Üäó0 öëÜÑÜçÜú ¡Öó¢¡ó; − âÜöÜÇëíâó0 3 Öí 4; − ¡Üäó0 ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Üß Üßëí£ÜçíÖóó.

とÜÖ¡ÜëïÖ▲ú ÜößÜë äëÜêÜÑóö ç âÜë½ñ ïÜßñïñÑÜçíÖó　.  
ゎëí¢ÑíÖóÖ, ¢ñ¿í0àóú ÜôíïöçÜçíöá ç ¡ÜÖ¡ÜëïÖÜ½ ÜößÜëñ, çäëíçñ äëñÑïöíçóöá êíëí¡öñëóïöó¡Ü ó¿ó 

ëñ¡Ü½ñÖÑíöñ¿áÖÜñ äóïá½Ü ï ½ñïöí ëíßÜö▲ (äÜ ¢ñ¿íÖó0 äëñöñÖÑñÖöí).
ぢëó、½ ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç £í¡íÖôóçíñöï　 29.06.2011.
げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí Ñóëñ¡öÜëí ゐñë、£Üçï¡ÜÇÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñöÖÜÇÜ Üôëñ¢ÑñÖó　 «ゐ0Ñ¢ñöÖ▲ú 

Üô、ö»  äÜ öëÜÑÜçÜ½Ü ÑÜÇÜçÜëÜ Üö  20000,0 ëÜß.
がÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 óÖâÜë½íîó　 äÜ öñ¿ñâÜÖí½ 4-33-57; 4-33-07.
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』『《ぁ〉《 【『╊╆】╊【』っ
ゅ]╊[【『《〈╊｠╅〉¨[ 

äÜ Üßï¿Ü¢óçíÖó0 ó ëñ½ÜÖöÜ 
êÜ¿ÜÑó¿áÖÜÇÜ ÜßÜëÜÑÜçíÖó　, 

¡ÜÖÑóîóÜÖñëÜç.
だä▲ö ëíßÜö▲, 

Öí¿óôóñ çÜÑóöñ¿áï¡ÜÇÜ 
ÜÑÜïöÜçñëñÖó　 ¡íö. "ゑ".

だâóîóí¿áÖÜñ 
öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ, £/ä 

ç▲ïÜ¡í　, ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ, 
äÜ¿Ö▲ú ïÜî. äí¡ñö.
8-912-60-65-221

[╄
╉╊

┿╋
┿

╁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, ゅせしう. 8-904-98-73-636.
[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
╉けきくぇすせ ゃ ちっくすさっ ゃ つぇしすくけき 
ょけきっ. 8-909-02-34-372.

[╄╉╊┿╋┿

╉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.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ. 『. 16 す.さ. ╂さぇあょぇくぇき 
[《. 8-961-57-45-868.

[╄╉╊┿╋┿

〈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 ょかは きぇゅぇいうくけゃ 
う けそうしけゃ ゃ 2-ねすぇあ. いょぇくうう: 2 
ねす. – 300 き2 けす 500 させぉ./き2, こけょ-
ゃぇか.  こけき. − 300 き2 けす 250 させぉ./き2. 
8-908-90-61-661.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
╉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.

[╄╉╊┿╋┿

[せししおぇは しっきぬは うい 2-た つっかけゃっお 
しくうきっす おゃぇさすうさせ くぇ ょかうす. しさけお. 
8-903-07-84-140.

[╄╉╊┿╋┿

[せししおぇは しっきぬは しくうきっす あうかぬっ. 
8-953-00-88-196.

[╄╉╊┿╋┿

ÎÁÌÅÍ
╋っくはの つぇしすくにえ ょけき (ゃけょぇ, 
ゅぇい, 6 しけす., さ-く ╊っしけいぇゃけょしおけえ) くぇ 
1,5-2-おけきく. おゃ., ぉかぇゅけせしすさけっく-
くせの, 1, 2 ねす., こ. ]けゃっすしおうえ. 8-950-
64-29-770, ]っさゅっえ.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
1-おけきく. おゃ., さ-く ぃゅけ-╆ぇこぇょくにえ ゅ. 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, 5/5, 28 き2. 『. 1900 
す.さ. うかう きっくはの くぇ 3-おけきく. おゃ. ゃ ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ し ょけこかぇすけえ. 8-906-81-
39-565.

[╄╉╊┿╋┿

1-おけきく. おゃ., せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 
4/2. 8-922-10-27-250.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., 3/5, せか. 【うかけゃしおぇは, 18. 
8-912-27-86-681.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ┿お. 
【ゃぇさちぇ, 12, 4/10, 48 き2. 『. 2900 す.さ. 
8-912-23-55-597.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., せか. ]こけさすうゃくぇは, 4, 
5/9, 45/29/6, おけきく. ういけかうさ., ぉぇか-
おけく, ぉっい さっきけくすぇ. 『. 1680 す.さ. 
8-908-90-31-708. ]さけつくけ!

[╄╉╊┿╋┿

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., 40,6/25,6/6, せか. 
〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 52. 『. 1550 す.さ. 
8-922-178-65-18.

[╄╉╊┿╋┿

2-おけきく. おゃ., ゅ. ┿かぇこぇっゃしお, さ-く 
『╂╀, せ/こ, 54,5 き2, かけょあうは 6 き2 

いぇしすっおかっくぇ, しっえそ-ょゃっさぬ, こかぇしす. 
けおくぇ, おけしきっす. さっきけくす. 8-902-274-
56-56, 8-902-274-56-57.

[╄╉╊┿╋┿

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

╃けき, くっょけしすさけっくくにえ, こ. ]ぇさぇ-
こせかおぇ, しおゃぇあうくぇ. ╇かう きっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. 8-963-03-86-317.

[╄╉╊┿╋┿

]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 し けゃけとくけえ はきけえ, 27 き2, 
あ/ぉ, さ-く «╋っつっすぬ». 『. 80 す.さ. 
〈けさゅ. 8-912-24-45-066. 

[╄╉╊┿╋┿

╉うけしお, 2x4, すっこかにえ, けぉけさせょけゃぇく-
くにえ. 『. 50 す.さ. 8-908-90-31-708. 

[╄╉╊┿╋┿

[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
′うししぇく こぇすさけか, 2006 ゅ.ゃ., すせさ-
ぉけょういっかぬ, 3 か, 160 か/し, しけしす. けすか., 
こさけぉっゅ 125 すにし./おき, おけあ. しぇかけく, 
ゃっぉぇしすけ すせさぉけすぇえきっさ, くぇゃうゅぇすけさ, 
DVD, MP3. 『. 1100 す.さ. 8-912-23-
55-597, 8-922-22-14-668.

[╄╉╊┿╋┿

╁┿╆-2107, くぇ たけょせ, くぇ いぇこつぇしすう, 
10 す.さ. 8-965-53-16-423.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╁┿╆-21074, 2004 ゅ.ゃ., ちゃっす ぉっ-
かにえ, しけしす. たけさ. 『. 70 す.さ. 8-908-
63-51-043.

[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ, さっそ., 2008 ゅ.ゃ., ゃ けすか. 
しけしす. 『. 445 す.さ. 8-922-61-39-854.

[╄╉╊┿╋┿

‶さうちっこ お きけすけぉかけおせ (いぇゃけょ-
しおけえ). 8-904-38-34-884.

[╄╉╊┿╋┿

╁┿╆-2106, 1996 ゅ.ゃ., しけしす. たけさ. 『. 
43 す.さ. 8-909-016-72-82.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
¨╉┿. 8-922-164-33-29.

[╄╉╊┿╋┿

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. "╁", しすけうきけしすぬ 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, ゅけさぉにかぬ, ぉっさっいぇ. ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

]っくけ, ちっくに ゅうぉおうっ. 8-965-50-08-
867.

[╄╉╊┿╋┿

╃っすしおぇは しすっくおぇ, しゃっすかぇは. 『. 8 
す.さ. 〈けさゅ. 8-963-04-18-618.

[╄╉╊┿╋┿

╋っぉっかぬ ぉ/せ. 8-922-21-14-699.
[╄╉╊┿╋┿

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.

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-909-00-92-305.
[╄╉╊┿╋┿

┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.
[╄╉╊┿╋┿

ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ». ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

]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.

[╄╉╊┿╋┿

‶かうすけつくうお. 8-912-66-77-053.
[╄╉╊┿╋┿

[っきけくす おゃぇさすうさ, ょけきけゃ, ねかっお-
すさうおぇ. 8-908-91-39-742.

[╄╉╊┿╋┿

╉けしうき すさぇゃせ. 8-952-73-72-014.
[╄╉╊┿╋┿

¨すょっかおぇ おゃぇさすうさ, おけすすっょあっえ, 
ねかっおすさうおぇ, しぇくすったくうおぇ, こさけっお-
すうさけゃぇくうっ. 8-902-25-43-377.

[╄╉╊┿╋┿

╀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, しすうさぇかぬ-
くせの 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.

[╄╉╊┿╋┿

╇くょうゃうょせぇかぬくにえ こけてうゃ う さっ-
きけくす けょっあょに. 8-922-21-14-699.

[╄╉╊┿╋┿

╇とせ しうょっかおせ ょかは せたけょぇ う こさけ-
あうゃぇくうは, こ. ╋けくっすくにえ. 8-963-04-
35-992, 8(343)341-14-87.

[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-そっさきっさ, 3 き, ゅけさけょ-きっあゅけ-
さけょ. 8-904-17-60-658.

[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-そっさきっさ, 3 き. 8-902-87-16-314.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆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-すっくす. 8-904-38-88-183.
[╄╉╊┿╋┿

╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-20-28-222.
[╄╉╊┿╋┿

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

╃ってっゃけ. 8-908-91-34-165.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

[╄╉╊┿╋┿

╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.
[╄╉╊┿╋┿

╋うくう-しぇょうお. 8-950-65-65-476.
[╄╉╊┿╋┿

╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.
[╄╉╊┿╋┿

]うぉうさしおけっ いょけさけゃぬっ, さけいくうちぇ, 
けこす, おけくしせかぬすぇちうう, ぉういくっし. 8-912-
28-56-094, biora999@gmail.com.

[╄╉╊┿╋┿

┴╉]〉〈』 ‒〉[〉╈′[ぉ〈′‶〉╆
〈╄ ╈〉]【. ┷『』╄〈〉╆‶╄ 》╉╋′〈ぇ
┥╉╋ ╆ぇ‒〉╈〈ぇ‒. ┵‶′╈‶′
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┐┑┇┏〞┊┛┌┒┝ ┋〞┗┇┌┒, 

┎┊┇┑┚, ━〞┌┌┚, 
┑┏┒─┚ ┇ ┑.┃. 

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

╀╄]‶╊┿〈′¨
ゃにゃっいっき

う ゃにくっしっき

(343) 361-15-10

′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう [ぇいくけっ [っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう 〈さぇくしこけさす

╅うゃけすくにっ

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

╉さぇしけすぇ 
う いょけさけゃぬっ

╂させいけこっさっゃけいおう

]こっちすったくうおぇ

]すさけえきぇすっさうぇかに

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

‶さっょこさうはすうの 
すさっぉせっすしは 

けこっさぇすけさ ‶╉
8 (343) 357-33-80, 

357-33-81

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

ÁËÎÊÈ 
èç ïîëèñòåðîëáåòîíà 

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÐÓÁÛ

ｂＮく ≦ＬＺｒ１ＷｎＸＬ０ｒが ヱヰヲ
8-904-98-15-455

[╄
╉╊

┿╋
┿

┿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

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

‶けいくぇおけきかのしぬ し あっくとうくけえ 
ょかは ゃしすさっつ ょけ 50 かっす. 8-904-54-
59-257.

[╄╉╊┿╋┿

╆くぇおけきしすゃぇ

ÑÐÓÁ ÄËß ÁÀÍÈ
6õ3 ñ âûíîñîì

45 ò.ð.
せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 102

8-904-98-15-455 [╄
╉╊

┿╋
┿



7brreklama@mail.ru ÐÅÊËÀÌÀ òåë. 4-90-35
18 èþíÿ

2011 ãîäà

┶》╉╅【╉』『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

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 [╄
╉╊

┿╋
┿

Во вновь открываемый 
магазин 

самообслуживания 
требуются 

продавцы-кассиры 

4-84-85, 
8-912-24-83-669

‶ ┿ ╋ 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
[╄╉╊┿╋┿

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, 
┵┮┤┯┤, 

┻┩┴┱┲┫┩┰, ┶┲┴┸, 
┨┴┲┦┤

8-902-87-07-883
[╄╉╊┿╋┿

┨ ┲ ┵ ┶ ┤ ┦ ┮ ┤
┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, ┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, 
┧┯┬┱┤, ┨┴┩┵┦┤, ┶┲┴┸, ┱┤┦┲┫, 
┷┧┲┯╀, ┤┵┸┤┯╀┶, ┲┳┬┯, ┼┳┵.

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

8-902-25-73-049

[╄
╉╊

┿╋
┿

┦ ┿ ┦ ┲ ┫  ┰ ┷ ┵ ┲ ┴ ┤

╇いゅけすけゃうき う せしすぇくけゃうき
╉¨╁┿′｠╄ ╇╆╃╄╊╇ぅ:
* ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ
* ちゃっすに

{ かっしすくうちに, こっさうかぇ 
{ いぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848
www.berblizko.ru

[╄
╉╊

┿╋
┿

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, ┶┲┴┸.
┦┿┦┲┫ ┰┷┵┲┴┤ ┬ ┨┴.

┨┲┵┶┤┦┮┤

8-953-38-10-557
[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿ ┨┲┵┶┤┦┮┤

┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, 
┫┩┰┯╃, ┳┩┴┩┧┱┲┭

〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 
╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈.
けす 3 ょけ 12 き3

8-906-80-17-706

[╄
╉╊

┿╋
┿

╁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.

[ぇいくけさぇぉけつうっ. 8-902-87-99-331.

┿′ «╉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.

[╄╉╊┿╋┿

╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.

′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.

‶けきけとくうお ゃけしこうすぇすっかは, しぇく. 
おくうあおぇ. 8-902-27-45-093.

′ぇ ょっさっゃけけぉさ. こさ-ゃけ しすけかはさに, あっ-
かぇすっかぬくけ し けこにすけき. 8-912-24-32-980.

[ぇしこうかけゃとうお くぇ そけさきぇすくけ-さぇし-
おさけっつくにえ しすぇくけお. 8-919-37-53-820.

╁けょうすっかう おぇす. "╄". 8-904-54-93-348.

[ぇぉけつうっ くぇ しぉけさおせ しっえそ-ょゃっさっえ う 
きけくすぇあくうおう くぇ せしすぇくけゃおせ ょゃっさっえ. 
8 (343) 213-94-62.

╁けょうすっかぬ ぇゃすけこけゅさせいつうおぇ, せょけ-
しすけゃっさっくうっ, い/こ けす 15 す.さ. 8-905-80-
79-294.

‶かうすけつくうおう, けすょっかけつくうおう, 
てすせおぇすせさに-きぇかはさに. 8-902-
25-43-377.

]すけかはさ-しすぇくけつくうお ゃ ちった きはゅおけえ 
きっぉっかう. 8-912-24-77-646.

〈さっぉせのすしは ゃけょうすっかう し か/ぇ, おぇす. 
"╁", "]", "╄", くぇ さぇぉけすせ ゃ しゃけぉけょ-
くけっ ゃさっきは しせすけお. 8-953-38-88-829.

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

╁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.

╉かぇょけゃとうお (きせあ.), きっすういに, すっ-
こかけういけか. 8-902-87-03-077.

╁けょうすっかぬ くぇ ぉっくいけゃけい, ╉┿╋┿╆. 
8-909-01-53-003.

¨たさぇくくうお. ╂さぇそうお しせすおう つ/い 
ょゃけっ. 8-950-20-38-356, ┿かっおしっえ.

╉さぇくけゃとうお, 25 すけくく, 16 すけくく, 
ゃけょうすっかう おぇす. «╁», «]», «╃», きぇ-
てうくうしす ゃうぉさけおぇすおぇ, 20 すけくく, 
ねおしおぇゃぇすけさとうお. 8-912-60-11-150.

′ぇ こさ-ゃけ すさっぉせのすしは せこぇおけゃとう-
ちに. ╂さぇそうお ょっくぬ/くけつぬ, い/こ しょっかぬ-
くぇは. 4-77-66, 4-96-62.

╁けょうすっかぬ おぇす. «]». 8-922-164-
33-29.

╁ ぇこすっおせ, こ. ╋けくっすくにえ, すさっぉせっすしは 
そぇさきぇちっゃす-こさけゃういけさ, ゅさぇそうお 
さぇぉけすに 2/2 し 8:00 ょけ 20:00, い/こ けす 
12 す.さ. 8-902-87-53-626.

╇ ╅╇【《【『╅〉』》《『【〉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.
• 〈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〞┐┇┊┛┄━┇┖

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:

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

• ┏〞─┍┑┌┇┉┇ ━ ┉┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ (┅┄┌.)
• ┒─┍┏┘┇┕┚

‶さけょぇき
ÏÎËÈÏÐÎÏÈ-

ËÅÍÎÂÛÅ 
ÌÅØÊÈ Á/Ó

1 てす. − 2 させぉ.

8-950-65-41-363

[╄
╉╊

┿╋
┿

╁ぇおぇくしうう

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÎÀÇÈÑ», 623701, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 9 
îôèñ 109, oazisber@yandex.ru, òåë. 8(34369)45629 ÎÃÐÍ 1026600667840.

Èçâåùàåò î âûïîëíåíèè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñ êàäàñòðîâûì ¹ êâàðòàëà - 66:35:0107004, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä 
¹52», çåìëè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çâåðåâà Ìàðèÿ Àíåêòîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Áåðåçîâñêèé, 
óë. Ãàãàðèíà, ä. 7, êâ. 6, òåëåôîí 89090016096.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåðåçîâ-
ñêèé, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 9, îôèñ 109, òåë. 83436945629, 21 èþëÿ 2011 ã. â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Òåàòðàëüíàÿ, 
9, îôèñ 109.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ 2011 ã. ïî 21 èþëÿ 2011 ã. ïî àäðåñó: ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Òåà-
òðàëüíàÿ, 9, îôèñ 109, òåë. 83436945629.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ã. Áåðå-
çîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹18 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:18, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ 
«Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹19 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:19, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé 
ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹20 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:20, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê 
¹21 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:21, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹23 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:23, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹24 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:24, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹25 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:25, ã. Áåðåçîâñêèé, 
ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹28 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:28, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé 
ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹29 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:29, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê 
¹31 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:31, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹32 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:32, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹33 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:33, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹35 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:35, ã. Áåðåçîâñêèé, 
ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹36 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:36, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé 
ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹37 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:38, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê 
¹41 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:42, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹45 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:46, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹47 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:48, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹48 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:49, ã. Áåðåçîâñêèé, 
ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹50 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:51, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé 
ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹51 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:52, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê 
¹56 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:57, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹60 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:61, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹63 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:65, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹64 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:64, ã. Áåðåçîâñêèé, 
ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹65 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:66, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé 
ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹66 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:67, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê 
¹67 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:68, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹68 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:69, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹69 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:70, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹71 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:72, ã. Áåðåçîâñêèé, 
ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹72 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:73, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé 
ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹76 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:77, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê 
¹84 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:85, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹85 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:86, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹88 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:89, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹89 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:90, ã. Áåðåçîâñêèé, 
ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹91 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:92, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé 
ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹92 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:93, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê 
¹95 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:96, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹96 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:97, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹97 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:98, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹98 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:99, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ 
«Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹99 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:100, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä 
¹52» ó÷àñòîê ¹101 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:102, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê 
¹102 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:103, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹104 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:105, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹106 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:107, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹108 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:109, ã. Áåðåçîâñêèé, 
ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê¹110 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:111, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâ-
íûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹113 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:115, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» 
ó÷àñòîê ¹115 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:117, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹117 
êàä. íîìåð: 66:35:0107004:119, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹119 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:121, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹125 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:127, 
ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹124 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:126, ã. Áåðåçîâñêèé, 
ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹127 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:129, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâ-
íûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹128 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:130, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» 
ó÷àñòîê ¹132 êàä. íîìåð: 66:35:0107004:134, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹133 
êàä. íîìåð: 66:35:0107004:135, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» ó÷àñòîê ¹134 êàä. íîìåð: 
66:35:0107004:136, ã. Áåðåçîâñêèé, ÑÍÒ «Êîëëåêòèâíûé ñàä ¹52» Ïðåäñåäàòåëü ñàäà Ãëàâíûé àðõèòåêòîð ÁÃÎ.

Ïðè   ïðîâåäåíèè   ñîãëàñîâàíèÿ   ìåñòîïîëîæåíèÿ   ãðàíèö ïðè ñåáå   íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

[╄╉╊┿╋┿

╀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, 4-33-12, 4-64-81
╇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 

いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ:
¨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.
《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.
1. ]ゃっょっくうは け こさっょきっすっ すけさゅけゃ:
╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお けぉとっえ こかけとぇょぬの 1569,0 おゃ.き ゃ こ. ╊けしうくけき ゅ. ╀っさっいけゃしおけゅけ 

]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ せか. ╉ぇかうくうくぇ, 26, 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 しすさけ-
うすっかぬしすゃぇ うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ あうかけゅけ ょけきぇ, おぇすっゅけさうは いっきっかぬ - いっきかう くぇしっかっくくにた こせく-
おすけゃ, おぇょぇしすさけゃにえ くけきっさ: 66:35:0202003:90. ╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお こさぇゃぇきう すさっすぬうた 
かうち くっ けぉさっきっくっく.

2.〈ったくうつっしおうっ せしかけゃうは:
2.1.ぁかっおすさけしくぇぉあっくうっ: 
╉ぇすっゅけさうは くぇょっあくけしすう: すさっすぬは
》ぇさぇおすっさ くぇゅさせいおう: ぉにすけゃけえ
╋ぇおしうきぇかぬくぇは きけとくけしすぬ: 10 お╁す
╋ぇおしうきぇかぬくにえ さぇしつっすくにえ すけお: けこさっょっかうすぬ こさけっおすけき
〉さけゃっくぬ くぇこさはあっくうは: 0,38 お╁
〈けつおぇ こさうしけっょうくっくうは:
〈‶-6603, ╁╊-0,4 お╁ そ. «せか.╉ぇかうくうくぇ», くけきっさ けこけさに けこさっょっかうすぬ こさけっおすけき
〉つっす こけすさっぉかはっきけえ ねかっおすさけねくっさゅうう ゃにこけかくうすぬ しつっすつうおけき おかぇししぇ すけつくけしすう くっ 

くうあっ 2,0
╁ゃけょくけえ ぇゃすけきぇす しきけくすうさけゃぇすぬ こけょ けこかけきぉうさけゃおせ
〉しすぇくけゃうすぬ せしすさけえしすゃぇ いぇとうすくけゅけ けすおかのつっくうは (〉╆¨)
╁にこけかくうすぬ こさけっおす ゃくってくっゅけ う ゃくせすさっくくっゅけ ねかっおすさけしくぇぉあっくうは けぉなっおすぇ.
‶さけっおすうさけゃぇくうっ ゃにこけかくうすぬ ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ‶さぇゃうかぇきう せしすさけえしすゃぇ ねかっおすさけせしすぇ-

くけゃけお (7-っ ういょぇくうっ) う ょさせゅうきう ょっえしすゃせのとうきう くけさきぇすうゃくけ-すったくうつっしおうきう ょけおせきっくすぇ-
きう. ‶さけっおす しけゅかぇしけゃぇすぬ ゃ せしすぇくけゃかっくくけき こけさはょおっ し ╆┿¨ «〉ぁ]».

′ぇ ゃゃけょっ けぉなっおすぇ せしすぇくけゃうすぬ ¨‶′ (けゅさぇくうつうすっかぬ こっさっくぇこさはあっくうは) う ゃにこけかくうすぬ 
おけくすせさ こけゃすけさくけゅけ いぇいっきかっくうは くせかっゃけゅけ こさけゃけょぇ

╁にこけかくうすぬ いぇとうすせ けす こっさっくぇこさはあっくうえ ゃ しっすう こさう ぇゃぇさうえくけき さっあうきっ さぇぉけすに 
(さっかっ くぇこさはあっくうは, しすぇぉうかういぇすけさ)

]さけお ゃゃけょぇ ゃ ねおしこかせぇすぇちうの 2012 ゅ.
]さけお ょっえしすゃうは すったくうつっしおうた せしかけゃうえ – 2 ゅけょぇ.
2.2. ╂ぇいけしくぇぉあっくうっ:
╂ぇいうそうおぇちうは けぉなっおすぇ ぉせょっす ゃけいきけあくぇ こけしかっ しすさけうすっかぬしすゃぇ う しょぇつう ゃ ねおしこかせぇすぇ-

ちうの くぇさせあくにた ゅぇいけこさけゃけょけゃ.
]さけお ょっえしすゃうは すったくうつっしおうた せしかけゃうえ – 1 ゅけょ.
2.3. ╁けょけしくぇぉあっくうっ:
]おゃぇあうくぇ うかう こさうゃけいくぇは ゃけょぇ.
2.4. ╉ぇくぇかういぇちうは:
╁にゅさっぉ.
¨しくけゃぇくうっ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ – 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 ╀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 わ34-1 けす 01.02.2011 ゅ.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ  415 000 させぉ. (つっすにさっしすぇ こはすくぇょちぇすぬ すにしはつ) 

させぉかっえ.
«【ぇゅ ぇせおちうけくぇ» 20 750 させぉ. (ょゃぇょちぇすぬ すにしはつ しっきぬしけす こはすぬょっしはす) させぉかっえ.
[ぇいきっさ いぇょぇすおぇ 83 000 させぉ. (ゃけしっきぬょっしはす すさう すにしはつう) させぉかっえ.
╆ぇょぇすけお ょけかあっく こけしすせこうすぬ くっ こけいょくっっ 18.07.2011 ゅ. けさゅぇくういぇすけさせ すけさゅけゃ くぇ さ/し 

40302810562450000001 ゃ ̈ ┿¨ «〉╀[╇[» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,  ╉/し 30101810900000000795;
╇′′ 6604004023; ╀╇╉ 046577795. ╉‶‶ 660401001, こけかせつぇすっかぬ 《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 (╉〉╇ ╀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 
05902041060).

〈けさゅう しけしすけはすしは 19.07.2011ゅ. 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. 210, ゃ 15 つ. 00 き. こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう.

╆ぇはゃおう こさうくうきぇのすしは ゃ さぇぉけつうっ ょくう こけ 18.07.2011ゅ. し 9 ょけ 17 つぇしけゃ こけ ぇょさっしせ: 
]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, お. 105. 

╉ せつぇしすうの ゃ ぇせおちうけくっ ょけこせしおぇのすしは そういうつっしおうっ かうちぇ, こさっょしすぇゃうゃてうっ 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 すけさゅぇた こけ せしすぇくけゃかっくくけえ そけさきっ, 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, こけょすゃっさあょぇのとうえ ゃくっしっくうっ いぇょぇすおぇ, おけこうの こぇしこけさすぇ, 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 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 さぇぉけつうた ょくっえ しけ ょくは 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 すけさゅけゃ. 

〈っかっそけく ょかは しこさぇゃけお: 4-64-81. [╄╉╊┿╋┿

ばôñßÖ▲ú ぴñÖöë «とíöñÇÜëó　 DCM»
‶さけゃけょうす けぉせつっくうっ こけ さぇぉけつうき こさけそっししうはき:

* ぱÜë½í ÜßÜôñÖó　 ÑÖñçÖí　, çñôñëÖ　　, óÖÑóçóÑÜí¿áÖí　.

んÑëñï: 620058, Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, Ü¿. ぢÜ¿ñçí　, 76, Üâ. 15.
どñ¿.: (343) 201-42-72, (343) 219-56-66, 

8(904) 988-48-63, 8(950) 63-89-666, 
8(922) 229-44-01; öñ¿/âí¡ï: (343) 336-94-37.

E-mail: kategoria.dsm@mail.ru

• ╁けょうすっかぬ こけゅさせいつうおぇ
• ╋ぇてうくうしす ぇゃすけゅさっえょっさぇ, 
ぉせかぬょけいっさぇ, ねおしおぇゃぇすけさぇ, 

おぇすおぇ, せおかぇょつうおぇ 
ぇしそぇかぬすけぉっすけくぇ

• 〈さぇおすけさうしす

[╄╉╊┿╋┿



18 èþíÿ
2011 ãîäà ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ8

〉』[╄╃╇〈╄╊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 66266. 〈うさぇあ 2890 ̈ 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.
╂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.

╅〉 «〈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
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╃¨]〈┿╁╉┿

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

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

‶′-‶〈
]╀

し 9 ょけ 20 つ.
し 10 ょけ 17 つ.
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www.terra_ekb.ru

╉《』【╅╇[╅

[╄
╉╊

┿╋
┿

8-904-38-78-067
ゑ▲çÜ£ ½ÜïÜëí 

ばï¿ÜÇó ïí½Üïçí¿í

 àñßñÖá
 Üöïñç
 ôñëÖÜ£ñ½
 Üäó¿
 öÜëâ
 ÖíçÜ£

 äñïÜ¡
 ï¡í¿í
 ½ëí½ÜëÖí　

¡ëÜü¡í
 ぷ.ぢ.で.
 Ç¿óÖí

¨′╈《【《╇¨〈 ¨ 
】』【╅〉《╇¨〈 

〈╊【. ╉╇╊『¨, 
』╊‶‒-╉╇╊『¨, 『╊ぃ╊【[¨, 

╇《『《【╅, ′╅╆《『ぉ

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

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

┨〉『』╄╆‶╄!
どÜëâ, ÖíçÜ£,

ôñëÖÜ£ñ½, ÇëÜÖö, 
àñßñÖá, Üöïñç, 

ï¡í¿í, äñïÜ¡, 
Üäó¿

┷『[【╇′ ゃ‶『‶╄╆╄』〉》╄
┤『】╄[ぉ』′》〉╆╄〈′╉
8-922-11-87-787
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〉ゃぇあぇっきにっ ぉっさっいけゃつぇくっ! 
22 うのくは 2011ゅ. し 15:00 ょけ 18:00

¨ぉとっしすゃっくくぇは こさうひきくぇは きっしすくけゅけ けすょっかっくうは ╁‶‶ «╄ょうくぇは [けし-
しうは» しけゃきっしすくけ し ょっこせすぇすぇきう, こさけそしけのいぇきう, させおけゃけょうすっかはきう ぇょ-
きうくうしすさぇちうう, こさっょしすぇゃうすっかはきう ╅╉》, ╋〉╆, 『╂╀, せこさぇゃかっくうは しけちう-
ぇかぬくけえ いぇとうすに ╀╂¨ こさけゃけょうす こさうひき ゅさぇあょぇく こけ ぇょさっしせ:

ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ]すさけうすっかっえ, 4, おぇぉ. 510. 
‶さっょゃぇさうすっかぬくぇは いぇこうしぬ こけ すっかっそけくせ

4-39-24 し 9:00 ょけ 18:00 [╄
╉╊

┿╋
┿

ばçí¢íñ½▲ñ ¡Ü¿¿ñÇó ó çñöñëíÖ▲ ïíÖóöíëÖÜú ï¿Ü¢ß▲!
だö çïñú ÑÜüó äÜ£Ñëíç¿　ñ½ çíï 

ï がÖñ½ ½ñÑóîóÖï¡ÜÇÜ ëíßÜöÖó¡í!
╆ょけさけゃぬっ - ねすけ ゅかぇゃくぇは ちっくくけしすぬ おぇあょけゅけ つっかけゃっおぇ, おぇあょけえ しっきぬう, 

ゃしっゅけ ゅけしせょぇさしすゃぇ. ]けたさぇくうすぬ っゅけ - っしすっしすゃっくくけっ あっかぇくうっ おぇあょけゅけ. 
‶けねすけきせ さけかぬ くぇてっえ しかせあぉに けつっくぬ いくぇつうきぇ ょかは かのょっえ. ‶さけそうかぇおすう-
おぇ いぇぉけかっゃぇくうえ ぉにかぇ う けしすぇっすしは けょくうき うい こさうけさうすっすくにた くぇこさぇゃかっ-
くうえ ゃ きっょうちうくっ. ]こっちうぇかうしすに くぇてっえ しかせあぉに しゃけっえ ょっはすっかぬくけしすぬの 
しこけしけぉしすゃせのす しけいょぇくうの ぉっいけこぇしくにた せしかけゃうえ こさけあうゃぇくうは, けぉせつっくうは 
う すさせょぇ くぇしっかっくうは, こさっょせこさっあょぇのす さぇしこさけしすさぇくっくうっ さぇいかうつくけゅけ 
さけょぇ いぇぉけかっゃぇくうえ, いぇとうとぇのす こさぇゃぇ かのょっえ おぇお こけすさっぉうすっかっえ せしかせゅ 
う すけゃぇさけゃ.

¨ゅさけきくぇは ぉかぇゅけょぇさくけしすぬ ゃっすっさぇくぇき しぇくうすぇさくけえ しかせあぉに, ゃしっき, おすけ 
けすょぇか しゃけう しうかに ょかは こさけちゃっすぇくうは くぇてっゅけ ゅけさけょぇ.

‶けいょさぇゃかはは ゃぇし し こさけそっししうけくぇかぬくにき こさぇいょくうおけき, 
きに あっかぇっき, つすけぉに ゃに しけたさぇくうかう けこすうきういき う つせゃしすゃけ 
ゅけさょけしすう いぇ しゃけえ すさせょ. ]つぇしすぬは ゃぇき う ゃぇてうき ぉかういおうき, 
すっさこっくうは, あういくっかのぉうは, ょけしすうあっくうは くけゃにた すさせょけ-

ゃにた ゃっさてうく う, おけくっつくけ あっ, おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは!
╂かぇゃくにえ ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ しぇくうすぇさくにえ 

ゃさぇつ ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう ‶.╂. 』っさっきおうく

╂かぇゃくにえ ゃさぇつ そうかうぇかぇ 《╀〉╆ 
«『っくすさ ゅうゅうっくに う ねこうょっきうけかけゅうう 

ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう» 
ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ ╄.╁. [ったすうくぇ

‶けいょさぇゃかはっき 
Çèíàòóëëèíûõ ËC?èC è Ôàíèñà 

し ╆けかけすけえ しゃぇょぬぉけえ!
ぢÜ¿çñ¡í ç½ñïöñ! ゑ îóâëñ 50 –

とí¡Üú-öÜ ï½▲ï¿ £í¿Ü¢ñÖ ÖñÜß▲ôÖ▲ú! 
ぢÜïöá ~öó îóâë▲ £Ü¿ÜöÜ½ ÇÜë　ö,
だÖó ~¡£í½ñÖ ïÑí¿ó Öí «Üö¿óôÖÜ»!
びÜöá ÇÜÑ▲ Öñ£í½ñöÖÜ äëÜÖñï¿óïá, 

ぞÜ ôÜçïöçí óê ó ïöëíïöó Öñ Üïö▲¿ó,
だÖó-öÜ £Öí0ö, ôöÜ öí¡Üñ ¢ó£Öá,
ぢÜ~öÜ½Ü ¿0ßÜçá çïñÇÑí êëíÖó¿ó!

どí¡ äÜ¢ñ¿íñ½ ¢ñ çïñ½ ½óëÜ½ çÖÜçá
でÜçñö ó½, ïôíïöáñ, ëíÑÜïöá ó ¿0ßÜçá!

╃っすう, しくけたう, ゃくせおう

ゎÜë　ôÜ ó ïñëÑñôÖÜ äÜ£Ñëíç¿　ñ½ ï 60-¿ñöóñ½

äëñÑíÖÖÜÇÜ ¡Ü½½ÜÖóïöí, çñëÖÜÇÜ öÜçíëóàí!
¨す ゃしっえ ょせてう あっかぇっき ゃぇき おさっこおけゅけ
いょけさけゃぬは, ょけかゅうた かっす あういくう, しつぇしすぬは,
ぉけょさけしすう, ぇおすうゃくけゅけ ょけかゅけかっすうは,
しっきっえくけゅけ ぉかぇゅけこけかせつうは.

╉‶[《, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ

‶けしかっょくはは さぇしこさけょぇあぇ 
19 うのくは し 9:00 ょけ 19:00

ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょっあう

ТЮЛЬ, ОРГАНЗА, 
ВУАЛЬ

ゃしっ こけ 70 させぉかっえ
おけきこかっおすに ゅけすけゃにた てすけさ [╄

╉╊
┿╋
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ÁÅÐEÇÎÂÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 
ÑÎÞÇ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ 

ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ È ×Å×ÍÈ
23 うのくは ゃ 19.00 ゃ いょぇくうう ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう 

(ぉにゃてうえ おうくけすっぇすさ «╃させあぉぇ») しけしすけうすしは けぉとっっ 
しけぉさぇくうっ せつぇしすくうおけゃ ぉけっゃにた ょっえしすゃうえ ゃ ┿そゅぇ-
くうしすぇくっ, 』っつくっ う ょさせゅうた かけおぇかぬくにた おけくそかうおすぇた. 
『っかぬ しけぉさぇくうは: こっさっさっゅうしすさぇちうは う けぉくけゃかっくうっ 
ょぇくくにた けぉ せつぇしすくうおぇた ぉけっゃにた ょっえしすゃうえ, けぉしせあ-
ょっくうっ しけちうぇかぬくにた ゃけこさけしけゃ, ぇ すぇおあっ けぉしせあょっ-
くうっ ゃけこさけしぇ け こさけゃっょっくうう  すけさあっしすゃっくくにた きっ-
さけこさうはすうえ お 25-かっすうの  しけいょぇくうは けぉとっしすゃっくくけえ 
けさゅぇくういぇちうう. 

‶さう しっぉっ うきっすぬ せょけしすけゃっさっくうっ せつぇしすくうおぇ ぉけっ-
ゃにた ょっえしすゃうえ.

‶さぇゃかっくうっ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ ]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[╄╉╊┿╋┿


