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‶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, 1 ぇゃゅせしすぇ 
‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 

くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 
ょくひき +32+39, くけつぬの +21+23
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 1 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 741 きき さす.しす.   
‶けくっょっかぬくうお, 2 ぇゃゅせしすぇ
‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 

くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 
ょくひき +37+39, くけつぬの +19+21
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 739 きき さす.しす.
╁すけさくうお, 3 ぇゃゅせしすぇ 

‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
くっぉけかぬてけえ ょけあょぬ, 

ょくひき +34+36, くけつぬの +16+18
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 738 きき さす.しす.
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[せおけゃけょしすゃけ う ]けゃっす ゃっすっさぇくけゃ 
¨╁╃ ╀っさひいけゃしおけゅけ ╂¨ こさうゅかぇてぇ-
のす かうつくにえ しけしすぇゃ, ゃっすっさぇくけゃ う 
こっくしうけくっさけゃ くぇ きっさけこさうはすうっ, 
こけしゃはとっくくけっ けすおさにすうの せかうちに 
′うおけかぇは ╅けかけぉけゃぇ, おけすけさけっ しけ-
しすけうすしは 3 ぇゃゅせしすぇ 2010 ゅけょぇ ゃ 
16.00 ゃ さぇえけくっ «╁けしすけつくにえ» こけ-
しひかおぇ 【うかけゃおぇ.

┿ゃすけぉせし ぉせょっす くぇ しすけはくおっ せ いょぇ-
くうは ┿ょきうくうしすさぇちうう ゅけさけょぇ. ¨すな-
っいょ ゃ 15.30.

╉ぇこうすぇく きうかうちうう ╅けかけぉけゃ 
′うおけかぇえ ┿さおぇょぬっゃうつ こけゅうぉ 
16.07.2001 ゅけょぇ こさう いぇょっさあぇ-
くうう ゃけけさせあひくくけゅけ こさっしすせこくうおぇ 
ゃ こけしっかおっ ‶っさゃけきぇえしおうえ ゅ. ╀っ-
さひいけゃしおけゅけ.

′ぇつぇかぬくうお ╂¨╁╃ ╆っきかはくしおうえ ╁.╀.
‶さっょしっょぇすっかぬ ]╁ ぅさけてっゃうつ ╊.╋.

╃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  3 ぇゃゅせしすぇ  
2010 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 ╀ぇぉおうく ┿くょさっえ ╁うおすけさけゃうつ, 
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 ┿ゃうかけゃぇ ′ぇすぇかぬは 
′うおけかぇっゃくぇ;

 – 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 
╉ぇきぇっゃぇ ╁ぇかっくすうくぇ ╇ゅけさっゃくぇ;

– 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 ╉けい-
かけゃぇ ╇さうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ, 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 ┿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 
(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.

┫┤┥┲┴′『』ぇ¨
┮┲┱┸┯┬┮┶ ]〈╄′╃ ] ╀[¨╆¨╁]╉╇╋

╁け ゃすけさくうお, 3 ぇゃゅせしすぇ, 
こけしかっ ゃっつっさくうた くけゃけしすっえ 4 
おぇくぇかぇ, ゃ こさけゅさぇききっ ╄ゃゅっ-
くうは ╄くうくぇ «]すっくょ» し せつぇ-
しすうっき ╁はつっしかぇゃぇ ╀さけいけゃ-
しおけゅけ, ゃに きけあっすっ せゃうょっすぬ 
けぉしせあょっくうっ すさぇくしこけさすくけえ 
ゃけえくに, さぇいゃはいぇくくけえ こさけ-
すうゃ ぉっさっいけゃつぇく っおぇすっさうく-
ぉせさゅしおけえ ぇょきうくうしすさぇちうっえ.

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╇╆-╆┿ つっゅけ すけかぬおけ くっ ししけさはすしは しけしっょう, ゃしひ-すけ うき きってぇっす: ゅさけきおぇは きせ-
いにおぇ, ょけきぇてくうっ あうゃけすくにっ, ゃういあぇとうっ ょっすう... ‶さうつうくぇ ょかは しおぇくょぇかぇ 

くぇえょひすしは ゃしっゅょぇ, っしかう  おすけ-すけ さはょけき. ¨ぉうすぇすっかう きくけゅけねすぇあおう わ17 くぇ せか. 
╆ぇさっつくけえ う ′ぇょっあょぇ ╋っかぬくうお, うた しけしっょおぇ,  あうゃせとぇは ゃ つぇしすくけき ょけきっ くぇこさけ-
すうゃ, さぇいさせゅぇかうしぬ うい-いぇ おかけつおぇ いっきかう, おけすけさにえ こけおぇ くっ こさうくぇょかっあうす 
くう すけえ, くう ょさせゅけえ しすけさけくっ. 3

4 ぇゃゅせしすぇ し 9.00 ょけ 12.00 
くぇ 〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう こさけえょっす ╃っくぬ ょけくけさぇ.
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』っさっい きっしはち ゃ ておけかぇた ゅけさけょぇ こさけいゃっくうす こっさ-
ゃにえ ゃ せつっぉくけき ゅけょせ いゃけくけお. ╆くぇつうす, こけさぇ こけおせ-
こぇすぬ さぇくちに, すっすさぇょおう う おぇさぇくょぇてう, こさうきっさはすぬ 
しきっくおせ う そけさきせ. ′け, せゃに, くっ ょかは ゃしった さけょうすっかっえ 
う さっぉはす ねすう たかけこけすに  こさうはすくにっ: ょかは きくけゅけょっすくにた 
う きぇかけけぉっしこっつっくくにた しっきっえ こけょゅけすけゃおぇ お 1 しっく-
すはぉさは – すはあおけっ ぉさっきは. ╁けす こけつっきせ おけきこかっおしくにえ 
ちっくすさ しけちうぇかぬくけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは くぇしっかっくうは 
こさけゃけょうす し 1 こけ 31 ぇゃゅせしすぇ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくせの 
ぇおちうの «]けぉうさぇっきしは ゃ ておけかせ» う こさけしうす ゅけさけあぇく, 
こさっょこさうくうきぇすっかっえ こけきけつぬ くせあょぇのとうきしは. ╁に 
きけあっすっ こさうくっしすう くっ すけかぬおけ こけさすそっかう, させつおう, 
ょくっゃくうおう, くけ う けょっあょせ, けぉせゃおせ ょかは きぇかにてっえ う 
こけょさけしすおけゃ. ‶さうつひき, おさけししけゃおう, すせそかう, こかぇすぬは 
う おけしすのきに きけゅせす ぉにすぬ くっ くけゃにきう. ′け う くっ しけ-
ゃしっき しすぇさにきう, つすけぉに きぇかぬつうておぇき う ょっゃつけくおぇき 
くっ こさうてかけしぬ しすっしくはすぬしは しゃけうた しゃっさしすくうおけゃ.

‶けょぇさおう けす くっさぇゃくけょせてくにた かのょっえ (ぇ すぇおうた, 
しせょは こけ こさっょにょせとうき ぇおちうはき, せ くぇし くっきぇかけ) 
あょせす ゃ おぇぉうくっすっ わ7 おけきこかっおしくけゅけ ちっくすさぇ, 
つすけ くぇ 〈っぇすさぇかぬくけえ, 34. ]こっちうぇかうしすに さぇ-
ぉけすぇのす ゃ ぉせょくうっ ょくう し 8 ょけ 16 つぇしけゃ. ╄しかう 
せ ゃぇし っしすぬ あっかぇくうっ せつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ ょけぉさけき ょっかっ, 
くけ くっす ゃさっきっくう ょけえすう ょけ ちっくすさぇ, すけ ゃにさっあぬすっ 
ゃ くぇてっえ ゅぇいっすっ おせこけく ぉっしこかぇすくにた けぉなはゃかっくうえ, 
くぇこうてうすっ, つすけ ゃに たけすうすっ こけょぇさうすぬ, しゃけう おけけさ-
ょうくぇすに – う せ ゃぇし いぇぉっさせす  こさっいっくす. ╇かう いゃけくうすっ 
こけ すっかっそけくせ 4-69-22.  

¨〈 [╄╃┿╉『╇╇: 
╁ しっいけく けすこせしおけゃ いぇしすぇすぬ くぇ さぇぉけつっき きっしすっ こさっょしすぇゃうすっかっえ おけきうすっ-

すぇ こけ ぇさたうすっおすせさっ う ゅさぇょけしすさけうすっかぬしすゃせ くっ せょぇかけしぬ. ′け きに くぇょっっきしは 
せしかにてぇすぬ けすゃっす けす けそうちうぇかぬくにた かうち う っとひ ゃっさくひきしは お ねすけえ すっきっ. 

]╇〈〉┿『╇ぅ

》¨〈╇╋ ‶╊¨】┿╃╉〉, 
╉¨〈¨[¨╈ ′╄〈 
╁ こけしひかおっ 【うかけゃおっ すさひたねすぇあくにえ 

ょけき わ17 くぇ せかうちっ ╆ぇさっつくけえ しけしっょ-
しすゃせっす し ょっさっゃはくくにきう ういぉぇきう せかう-
ちに ‶ぇさおけゃけえ, おけすけさにっ こさうのすうかうしぬ 
くぇ ゃにしけおけき ぉせゅさっ.  ╇い-いぇ すぇおけえ ゃけす 
«ゅけさくけえ きっしすくけしすう» あうすっかう こさぇお-
すうつっしおう かうてっくに ょゃけさぇ.  ╄しかう ょくひき 
こけ ╆ぇさっつくけえ っとひ きけあくけ ぉけかっっ うかう 
きっくっっ しゃけぉけょくけ こさけえすう, すけ ゃっつっさけき 
こさうたけょうすしは こさけぉうさぇすぬしは しおゃけいぬ 
こかけすくけ しすけはとうっ きぇてうくに. ′ぇこさけすうゃ 
ょけきぇ, こけきうきけ たぇけすうつくけえ こぇさおけゃおう, 
くぇたけょうすしは しすぇさっくぬおぇは ょっすしおぇは こかけ-
とぇょおぇ – っょうくしすゃっくくけっ さぇいゃかっつっくうっ 
ょかは こけしっかおけゃけえ さっぉはすくう. 

╇ ぉっい すけゅけ しすっしくひくくにっ あうかぬちに 
きくけゅけねすぇあおう, いぇきっすうゃ, つすけ くぇつぇかけしぬ 
しすさけうすっかぬしすゃけ いぇぉけさぇ, ゃいぉせくすけゃぇ-
かうしぬ, ゃっょぬ けゅさぇあょっくうっ くっ しすけはかけ くぇ 
けょくけき せさけゃくっ し いぇぉけさぇきう つぇしすくけゅけ 
しっおすけさぇ, ぇ しこせしおぇかけしぬ ゃくうい こけつすう ょけ 
こさけっいあっえ つぇしすう.  ╇いゅけさけょぬ ゃけいゃけ-
ょうかぇ ′ぇょっあょぇ ╋っかぬくうお, あうすっかぬくう-
ちぇ ょけきぇ わ 5/2 くぇ せかうちっ ‶ぇさおけゃけえ. 
╁いゃけかくけゃぇくくにっ あうかぬちに いぇこさけすっ-
しすけゃぇかう: «′ぇ ねすけき きっしすっ ょけかあくぇ 
ぉにすぬ ょっすしおぇは こかけとぇょおぇ!» ‶さぇゃょぇ, 
おけゅょぇ けくぇ こけはゃうすしは – くっういゃっしすくけ, 
こけおぇ あっ ゃきっしすけ くっひ くぇ すっささうすけさうう 
しすぇゃはす きぇてうくに う ぉさけしぇのす たかぇき. 

– ╉ぇお すけかぬおけ きに しょっかぇっき こかけとぇょ-
おせ – きぇてうく いょっしぬ くっ ぉせょっす, – ゅけゃけ-
さうす ┿くょさっえ ]すせおけゃ, あうすっかぬ ょけきぇ う 
せつぇしすくうお うくうちうぇすうゃくけえ ゅさせここに, くぇ-
つぇゃてっえ ぉけさぬぉせ いぇ ぉせゅけさ. – ╁ 2007 う 
2008 ゅけょぇた ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの ゅけさけ-
ょぇ くぇこさぇゃかはかう こうしぬきぇ し こさけしぬぉけえ 
けぉせしすさけうすぬ きっしすけ ょかは うゅさ ょっすっえ. 
╇い-いぇ けゅさぇくうつっくうは こさうょけきけゃけえ すっさ-
さうすけさうう くぇき けすおぇいにゃぇかう. ╋に くぇょっ-
はかうしぬ, つすけ くぇき しょっかぇのす こかけとぇょおせ 
こけしかっ こけかせつっくうは ゃ 2008 ゅけょせ しすぇすせ-
しぇ かせつてっゅけ こけょなっいょぇ ゃけ ゃさっきは こさけ-
ゃっょっくうは ぇおちうう «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ», 
くけ けあうょぇくうは くっ けこさぇゃょぇかうしぬ.

╅うすっかう ゃこかけすくせの いぇくはかうしぬ こかけ-
とぇょおけえ うきっくくけ すけゅょぇ, おけゅょぇ しけしっょ-
おぇ こけしすぇゃうかぇ しゃけえ いぇぉけさうておけ. ¨くう 
くぇてかう しこけくしけさけゃ, ゅけすけゃにた けおぇいぇすぬ 
きぇすっさうぇかぬくせの こけきけとぬ, しょっかぇかう 
きぇおっすに おぇつっかっえ う ゅけさけお. ]ぇきう ゃかぇ-
ょっかぬちに おゃぇさすうさ くっ けすさうちぇのす, つすけ お 
ぇおすうゃくにき ょっえしすゃうはき こけ さっぇかういぇちうう 
いぇょせきぇくくけゅけ ねくくけっ おけかうつっしすゃけ かっす 
くぇいぇょ こさけっおすぇ うた こけょすけかおくせか いぇぉけさ. 

– ╋に こさけすうゃ けすゃっょっくうは ねすけえ いっき-
かう ょかは ′ぇょっあょに ╋っかぬくうお. ‶さっょ-
しすぇゃぬすっ, つすけ ぉせょっす, っしかう けくぇ いょっしぬ 
こけしすぇゃうす ぉぇくの うかう すせぇかっす? ╁しひ あっ 
ぉせょっす しすっおぇすぬ お くぇき ゃけ ょゃけさ! – けこぇ-
しぇっすしは ┿かひくぇ ]すせおけゃぇ. 

╅うかぬちに ょけきぇ こけてかう こけ うくしすぇく-
ちうはき: くぇこさぇゃうかう こうしぬきけ ゅかぇゃっ 
けおさせゅぇ, けぉさぇすうかうしぬ ゃ おけきうすっす こけ 
ぇさたうすっおすせさっ う ゅさぇょけしすさけうすっかぬしすゃせ, 
ゃ こさけおせさぇすせさせ. ‶け いけゃせ あうかぬちけゃ ゃ 
【うかけゃおせ こさうったぇか ょっこせすぇす ゅけさけょ-
しおけえ ╃せきに ┿かっおしぇくょさ ‶ぇすさせてっゃ. ╁ 
さっいせかぬすぇすっ こけょゅけすけゃおぇ ょけおせきっくすけゃ 
こけ いっきかっけすゃけょせ くぇ せかうちっ ‶ぇさおけゃけえ 
5/2 ぉにかぇ こさうけしすぇくけゃかっくぇ. 

]╄╋╄[¨ ‶¨ ╊┿╁╉┿╋ 
′ぇ 37 おゃぇょさぇすくにた きっすさぇた  ′ぇ-

ょっあょぇ ╋っかぬくうお こさけあうゃぇっす し こは-
すぬの ょっすぬきう, しせこさせゅけき う きぇすっさぬの. 
]すぇさてぇは ょけつぬ しけぉさぇかぇしぬ ゃにたけょうすぬ 
いぇきせあ, し ぉせょせとうき いはすっき けくぇ こさう-
ょひす あうすぬ ゃ さけょうすっかぬしおうえ ょけき. [ぇい 
せゃっかうつうゃぇっすしは つうしかけ つかっくけゃ しっ-
きぬう, さってうかう さぇしてうさうすぬ う あうかこかけ-
とぇょぬ. ‶さうしすさけえ しょっかぇかう くぇ きっしすっ 
けゅけさけょぇ, おけすけさにえ  おけさきうか しっきぬの 
おさせゅかにえ ゅけょ. ¨しすぇすぬしは ぉっい ゅさはょけお 
– いくぇつうす, すさぇすうすぬ ぉけかぬてせの つぇしすぬ 
ぉのょあっすぇ くぇ こけおせこおせ こさけょせおすけゃ, ぇ 
ょかは きくけゅけょっすくけえ しっきぬう ねすけ くっこけ-
いゃけかうすっかぬくぇは さけしおけてぬ. ‶けねすけきせ 
′ぇょっあょぇ ╁ぇかっさぬっゃくぇ けぉさぇすうかぇしぬ 
いぇ こけきけとぬの ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの 
ゅけさけょぇ, っえ こけてかう くぇゃしすさっつせ, う し 
けおすはぉさは 2009 ゅけょぇ ′. ╋っかぬくうお くぇ-
つぇかぇ しけぉうさぇすぬ こぇおっす ょけおせきっくすけゃ, 
ぇ ゃ きぇっ 2010 ゅけょぇ けくぇ こけかせつうかぇ 
くぇ させおう こかぇく ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ 
せつぇしすおぇ, こけょこうしぇくくにえ ゅかぇゃくにき 
ぇさたうすっおすけさけき. 

– ╂かぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ゃきっしすっ 
し ┿くぇすけかうっき ╉けいっかぬしおうた, いぇきっ-
しすうすっかっき ょうさっおすけさぇ ¨¨¨ «┿さ-
たうすっおすせさくけっ ゅさぇょけしすさけうすっかぬくけっ 
こさっょこさうはすうっ» くっしおけかぬおけ さぇい こさう-
っいあぇかう う せすゃっさあょぇかう ゅさぇくうちに いっ-
きっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, – さぇししおぇいにゃぇっす 
′ぇょっあょぇ ╋っかぬくうお. – ╂っけょっいうしすに 
しょっかぇかう いぇきっさに. ‶けすけき くぇ ゅさぇくう-
ちぇた けすゃっょひくくけゅけ せつぇしすおぇ こけしすぇゃう-
かう しすけかぉに. ぅ しこさぇてうゃぇかぇ せ ┿くぇ-
すけかうは ┿かっおしぇくょさけゃうつぇ, きけゅせ かう 
くぇつぇすぬ しすぇゃうすぬ いぇぉけさ, けく けすゃっすうか 
せすゃっさょうすっかぬくけ. 

╉ぇこうすぇかぬくにえ いぇぉけさ ′ぇょっあょぇ 
╁ぇかっさぬっゃくぇ ゃけいゃけょうすぬ くっ しすぇかぇ, 
けくぇ ゃさっきっくくけ いぇゅけさけょうかぇ せつぇしすけお 
てうそっさけき う ょけしおぇきう, つすけぉに いっき-
かは, おけすけさせの けくぇ こさうゃっいかぇ くぇ せつぇ-
しすけお, くっ «せたけょうかぇ». ′け おぇお すけかぬ-
おけ こけはゃうかぇしぬ ういゅけさけょぬ, くぇつぇかうしぬ 
こさっすっくいうう しけ しすけさけくに あうかぬちけゃ. 
‶けしかっ うた ゃきってぇすっかぬしすゃぇ おけきうすっす 
こけ ぇさたうすっおすせさっ う ゅさぇょけしすさけうすっかぬ-
しすゃせ けおさせゅぇ くぇこさぇゃうか ′ぇょっあょっ 
╁ぇかっさぬっゃくっ こうしぬきけ, ゃ おけすけさけき こけ-
すさっぉけゃぇか こさうけしすぇくけゃうすぬ ゃしっ さぇぉけ-

すに ょけ せすけつくっくうは ゅさぇくうち しきっあくにた 
せつぇしすおけゃ. 

]くぇつぇかぇ ょっかけこさけういゃけょしすゃけ 
こさうけしすぇくけゃうかう, ぇ 15 うのかは, おけゅょぇ 
′.╁. ╋っかぬくうお こさうてかぇ ゃ ぇょきうくう-
しすさぇちうの いぇ けおけくつぇすっかぬくにき けす-
ゃっすけき, っえ けすょぇかう くけゃにえ こさけっおす 
ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ. ‶け 
ねすけきせ こさけっおすせ ぉせゅけさ, いぇ おけすけさにえ 
すぇお くぇしすけえつうゃけ ぉけさけかうしぬ あうかぬちに 
きくけゅけねすぇあおう, ′ぇょっあょぇ ょけかあくぇ 
けしゃけぉけょうすぬ, せぉさぇすぬ いぇぉけさ う あっかっい-
くにっ しすけかぉに. ╆っきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, 
せおぇいぇくくけゅけ ゃ くけゃけき こさけっおすっ, っょゃぇ 
かう たゃぇすうす ょかは けゅけさけょぇ, さぇいゃっ つすけ 
おかせきぉせ し ちゃっすぇきう さぇいぉうすぬ. ╉さけきっ 
すけゅけ, くぇ ゃにょっかっくくけえ いっきかっ しすけうす 
ねかっおすさうつっしおうえ しすけかぉ, こっさっくけしうすぬ 
おけすけさにえ ′ぇょっあょっ こさうょひすしは  いぇ 
しゃけえ しつひす.  ╇ しすけうす かう うゅさぇ しゃっつ? 

╃╄′╄╂ ′╄〈
– ′ぇ しなひきおせ せつぇしすおけゃ, けそけさきかっ-

くうっ ょけおせきっくすけゃ う こさけつっっ こけすさぇすうかぇ 
ぉけかぬてっ ょっしはすう すにしはつ, こけかせつぇっすしは, 
つすけ ゃしひ ねすけ は しょっかぇかぇ ゃこせしすせの. ‶け-
つっきせ すっこっさぬ は ょけかあくぇ けこはすぬ くっしすう 
さぇしたけょに? – しこさぇゃっょかうゃけ ゃけいきせとぇ-
っすしは ′ぇょっあょぇ ╁ぇかっさぬっゃくぇ. 

]っさゅっえ ‶ぇゃかけゃ, いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇ-
ゃに ╀╂¨ こけ ╅╉》, すさぇくしこけさすせ う しゃはいう, 
いくぇっす うしすけさうの ′ぇょっあょに ╋っかぬくうお. 
‶け っゅけ きくっくうの, ゃけ ゃしひき ゃうくけゃぇすに 
あうかぬちに ょけきぇ 17 こけ ╆ぇさっつくけえ, こけょ-
くはゃてうっ ぉせくす. 

– ′ぇょっあょぇ ╋っかぬくうお はゃかはっすしは 
きくけゅけょっすくけえ きぇきけえ, っしかう きに くっ 
きけあっき こさっょけしすぇゃうすぬ っえ あうかぬひ, すけ 
たけすは ぉに こけしすぇさぇっきしは こけきけつぬ し いっき-
かひえ. ╁にっいあぇかぇ くぇ きっしすけ  おけきうししうは 
う ょぇかぇ «ょけぉさけ» くぇ さぇしてうさっくうっ 
せつぇしすおぇ. ]け しすけさけくに あうすっかっえ きくけ-
ゅけねすぇあくけゅけ ょけきぇ くぇつぇかしは てぇくすぇあ, 
けくう ぉにかう ゅけすけゃに しきうさうすぬしは し ゃにょっ-
かっくうっき いっきかう ゃいぇきっく くぇ ゃけいゃっょっ-
くうっ ょっすしおけえ こかけとぇょおう.  ′け ょっすしおぇは 
こかけとぇょおぇ – ゃくっぉのょあっすくにっ ょっくぬゅう. 
╆ぇ すっささうすけさうっえ, おけすけさせの きに こさっ-
ょけしすぇゃかはかう ′ぇょっあょっ ╋っかぬくうお, くう-
おすけ くっ せたぇあうゃぇか, すぇき ぉにかぇ しすけはくおぇ 
ょかは きぇてうく. 

′け ゃっょぬ こっさゃにえ こかぇく ゅさぇくうち 
いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ しけしすぇゃかはかう 
くっ あうすっかう ╆ぇさっつくけえ, くっ けくう ょぇかう 
しすぇさす けそけさきかっくうの ょけおせきっくすけゃ, くっ 
うき きくけゅけょっすくぇは きぇきぇ けすょぇかぇ すにしは-
つう させぉかっえ, おけすけさにっ きけゅかう ぉに こけえすう 
くぇ しけょっさあぇくうっ しっきぬう. ╃っくぬゅう ねすう 
′ぇょっあょっ くうおすけ ゃけいゃさぇとぇすぬ くっ しけ-
ぉうさぇっすしは,  ゃっょぬ さぇぉけすに ゃにこけかくっくに, 
しこさぇゃおう ゃにょぇくに, ぇ すけ, つすけ ゃしひ ねすけ 
こさけょっかぇくけ ゃこせしすせの, ゃうょうきけ, くうおけ-
ゅけ くっ ゃけかくせっす.  

¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ くぇ しすさ.1

╋′╄′╇╄ ぃ[╇]〈┿

╃┿╁┿╈〈╄ ╅╇〈を ╃[〉╅′¨
‶ぇゃっか ]╄[╂╇╄′╉¨, 
しけゃっすくうお ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ゅさぇあょぇくしおけえ しかせあぉに [けししうう 3 おかぇししぇ
╃かは すけゅけ, つすけぉに さぇいけぉさぇすぬしは ゃ 

あぇかけぉぇた あうかぬちけゃ ょけきぇ わ17 こけ 
せか. ╆ぇさっつくけえ, こさうてかけしぬ ゃにったぇすぬ 
くぇ きっしすけ, ぇ すぇおあっ こけぉにゃぇすぬ ゃ 
╋ぇしすっさしおけえ ╂っくっさぇかぬくけゅけ こかぇ-
くぇ ¨┿¨ «〉さぇかゅさぇあょぇくこさけっおすぇ». 
]うすせぇちうは けぉにつくぇは – ぇおすうゃくにっ 
あうかぬちに ょけきぇ わ 17 さっぇかういけゃぇかう 
こさけすっしす, おけすけさにえ つぇしすけ そけさきせかう-
させのす おぇお おけかかっおすうゃくにえ ねゅけういき. 
╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお  ょけきぇ わ17 
うきっっす つひすおうっ ゅさぇくうちに, ぇ うきっくくけ: 
ぇしそぇかぬすけゃにえ こさけっいょ う こぇさおけゃおぇ. 
╁っさすうおぇかぬくぇは けすきっすおぇ こさけっいょぇ う 
こぇさおけゃおう さぇゃくはっすしは  255,6, ゃっさすう-
おぇかぬくぇは けすきっすおぇ おさぇえくっえ しっゃっさけ-
ゃけしすけつくけえ すけつおう せつぇしすおぇ ょけきぇ くぇ 
せか. ‶ぇさおけゃけえ,5  けぉけいくぇつっくぇ さぇい-
きっさけき  259,72, す.っ. こっさっこぇょ さっ-
かぬっそぇ しけしすぇゃかはっす  けおけかけ つっすにさひた 
きっすさけゃ. 〈ぇお しかけあうかけしぬ, つすけ さぇし-
てうさっくうっ ょゃけさぇ ょけきぇ わ17 くぇ せか. 
╆ぇさっつくけえ けゅさぇくうつっくけ っしすっしすゃっく-
くにき さっかぬっそけき.  ‶かぇくうさけゃけつくけ 
うしこさぇてうゃぇっきにえ いっきっかぬくにえ せつぇ-
しすけお ゃけいきけあくけ こさうしけっょうくうすぬ 
かうてぬ お いっきっかぬくけきせ せつぇしすおせ くぇ せか. 
‶ぇさおけゃけえ, ょけき 5. 

╂かぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ╀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 ╉けさはおけ-
ゃぇ ╊のょきうかぇ ╉ぇきうかぬっゃくぇ ぉにかぇ 
ういくぇつぇかぬくけ こさぇゃぇ, こさっょけしすぇゃうゃ 
こせしすけこけさけあくうえ, くっせょけぉくにえ いっ-
きっかぬくにえ せつぇしすけお ╋っかぬくうお ′.╁. 
ょかは けそけさきかっくうは こさぇゃけせしすぇくぇゃ-
かうゃぇのとうた ょけおせきっくすけゃ. 

╁ しけいょぇゃてっきしは こけかけあっくうう 
╋っかぬくうお ′.╁. くっけぉたけょうきけ こけかせ-
つうすぬ さぇしこけさはあっくうっ ゅかぇゃに ゅけさけょぇ 
けぉ ういきっくっくうう せしかけゃうえ こさっょけ-
しすぇゃかっくうは う こけかせつうすぬ おけきこっく-
しぇちうの いぇ ゃにこけかくっくくにっ さぇぉけすに, 
すぇお おぇお ¨¨¨ «┿さたうすっおすせさくけ-
ゅさぇょけしすさけうすっかぬくけっ こさっょこさうは-

すうっ» ゃにこけかくはかけ おけきこかっおし さぇぉけす 
こけ しなひきおっ, こけょゅけすけゃおっ ょけおせきっく-
すけゃ う こけかせつっくうの うくそけさきぇちうう 
し ゃっょけきぇ ぇょきうくうしすさぇちうう ゅけさけ-
ょぇ. ╄しかう ょぇくくけっ こさっょかけあっくうっ 
くっ せしすさぇうゃぇっす ぇょきうくうしすさぇちうの 
ゅけさけょぇ, すけ しかっょせっす けすゃっしすう いっ-
きっかぬくにえ せつぇしすけお ゃ さぇいきっさぇた う くぇ 
せしかけゃうはた, しそけさきせかうさけゃぇくくにた ゃ 
こっさゃけき こかぇくっ ゅさぇくうち いっきっかぬくけ-
ゅけ せつぇしすおぇ し くっいくぇつうすっかぬくにき うい-
きっくっくうっき ゅさぇくうち くぇ のゅけ-いぇこぇょっ 
せつぇしすおぇ. ╃ぇくくぇは おけささっおすせさぇ いっ-
きっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, ょっえしすゃうすっかぬ-
くけ, けしすぇゃうす ょゃけさ ゃ そぇおすうつっしおけえ 
ういけかはちうう けす しせとっしすゃせのとっゅけ 
ょゃけさぇ すさひたねすぇあくけゅけ ょけきぇ.   ‶け 
きくっくうの しこっちうぇかうしすけゃ, いぇこぇょくぇは 
ゅさぇくうちぇ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ きけ-
あっす しけゃこぇょぇすぬ し ゅさぇくうちっえ せつぇしす-
おぇ ょけきぇ わ3.

‶さっょけしすぇゃかっくうっ (こさうさっいおぇ) 
いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ お ょけきせ くぇ 
せかうちっ ╆ぇさっつくぇは, 17 くっゃけいきけあくぇ 
こけ こかぇくうさけゃけつくにき けゅさぇくうつっくう-
はき (さっかぬっそ). 

ぃさうょうつっしおう けそけさきかっくくにた 
こさぇゃ くぇ いっきっかぬくにえ せつぇしすけお  せ 
あうすっかっえ ょけきぇ 17 こけ せか. ╆ぇさっつ-
くけえ くっす.

╉けかかっおすうゃくけっ こうしぬきけ, ぉっいょせき-
くけ しけしすぇゃかっくくけっ う  こけょこうしぇくくけっ 
いぇ  おけきこぇくうの, いぇすさぇゅうゃぇっす う 
«せぉうゃぇっす» けょくけゅけ つっかけゃっおぇ.

╁ しけけすゃっすしすゃうう し ゅっくっさぇかぬくにき 
こかぇくけき ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ (しさけお 
さっぇかういぇちうう 20 かっす), せしぇょっぉくぇは 
いぇしすさけえおぇ くぇ せか. ‶ぇさおけゃけえ くっ 
しけたさぇくはっすしは. ¨ょくぇおけ あういくぬ きけ-
あっす ゃくけしうすぬ しゃけう おけささっおすうゃに.

╃かは こさういくぇくうは せしかけゃうえ こさっ-
ょけしすぇゃかっくうは いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ 
ゃ こっさゃけくぇつぇかぬくけえ さっょぇおちうう くっ-
けぉたけょうきけ けぉさぇすうすぬしは ゃ しせょ.

 ┫┤┥┲┴┬┵┶┿┭    ┮┲┱┸┯┬┮┶ 
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╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╄しかう くぇ きけきっくす こけょぇつう いぇ-
はゃかっくうは しせこさせゅぇき くっ ぉにかけ 35, 
ぇ お きけきっくすせ, おけゅょぇ こけょけえょっす 
うた けつっさっょぬ, うしこけかくうすしは, けくう 
ゃしっ さぇゃくけ けしすぇくせすしは せつぇしすくう-
おぇきう こさけゅさぇききに?

╇ゃぇく ╉うしっかひゃ
╉ しけあぇかっくうの, くっ けしすぇくせすしは. 

╁ しけけすゃっすしすゃうう し こ.5ぇ ‶さぇゃうか 
こさっょけしすぇゃかっくうは きけかけょにき しっ-
きぬはき しけちうぇかぬくにた ゃにこかぇす くぇ 
こさうけぉさっすっくうっ あうかぬは ゃ さぇきおぇた 
さっぇかういぇちうう こさけゅさぇききに «¨ぉっ-
しこっつっくうっ あうかぬひき きけかけょにた 
しっきっえ» 《っょっさぇかぬくけえ ちっかっ-
ゃけえ こさけゅさぇききに «╅うかうとっ» くぇ  
2002-2010  ゅゅ, せすゃっさあょひくくにた 
こけしすぇくけゃかっくうっき ‶さぇゃうすっかぬ-
しすゃぇ [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう 
けす 13.05.2006 わ285, せつぇしす-
くうおう こさけゅさぇききに ゃおかのつぇのすしは 
ゃ しこうしけお こさっすっくょっくすけゃ くぇ こけ-
かせつっくうっ しけちうぇかぬくけえ ゃにこかぇすに 
ゃ こかぇくうさせっきけき ゅけょせ, っしかう うた 
ゃけいさぇしす くっ こさっゃにてぇっす 35 かっす.

[っいっさゃくにえ あうかけえ そけくょ くぇたけ-
ょうすしは ゃ ¨しすさけゃくけき, くけ かぬゃう-
くぇは ょけかは こけゅけさっかぬちっゃ すせょぇ くっ 
っょっす. ‶かぇくうさせっすしは かう さってぇすぬ 
ねすせ こさけぉかっきせ, こさうけぉさっすぇは 
おゃぇさすうさに ゃ つっさすっ ゅけさけょぇ?

╇ゃぇく ╁ぇしうかぬっゃうつ, あうすっかぬ 
]けゃっすしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ. 

‶さけぉかっきぇ さぇししっかっくうは 
ゅさぇあょぇく, こけしすさぇょぇゃてうた けす 
こけあぇさぇ, ょっえしすゃうすっかぬくけ, っしすぬ 
ゃ くぇてっえ  すっささうすけさうう. ╋ぇくひゃ-
さっくくにえ あうかうとくにえ そけくょ あっ 
けすしせすしすゃせっす. ╇い しゃけぉけょくけっ 
あうかぬひ うきっのすしは すけかぬおけ ゃ こけ-
しひかおっ ¨しすさけゃくけき. [ってっくうっ 
ねすけえ こさけぉかっきに しっゅけょくは きに 
ゃうょうき すけかぬおけ こさう こけょょっさあ-
おっ ゅけしせょぇさしすゃぇ, けぉかぇしすう つっ-
さっい こさけゅさぇききせ こっさっしっかっくうは 
ゅさぇあょぇく うい ぇゃぇさうえくけゅけ う 
ゃっすたけゅけ あうかうとくけゅけ そけくょぇ. 
]さっょしすゃぇ きっしすくけゅけ ぉのょあっ-
すぇ くぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ あうかぬは 
ゅさぇあょぇくぇき, さぇししつうすぇくくにっ こけ 
きっすけょうおっ ╋うくそうくぇ, くっいくぇつう-
すっかぬくに, う うた たゃぇすぇっす すけかぬおけ 
くぇ っあっゅけょくけっ こさうけぉさっすっくうっ 
けょくけゅけ あうかけゅけ こけきっとっくうは.

]すけうす かう こけょぇゃぇすぬ ょけおせきっく-
すに こけ ゅけさけょしおけえ ちっかっゃけえ こさけ-
ゅさぇききっ «¨ぉっしこっつっくうっ あうかぬっき 
きけかけょにた しっきっえ», ゃっょぬ いぇはゃかっ-
くうえ せあっ きくけゅけ, ぇ こさけゅさぇききぇ 
いぇおぇくつうゃぇっすしは ゃ 2010 ゅけょせ?

〉かぬはくぇ, きけかけょぇは きぇきぇ. 
╂けさけょしおぇは ちっかっゃぇは こさけ-

ゅさぇききぇ «¨ぉっしこっつっくうっ あうかぬひき 
きけかけょにた しっきっえ» こさけょかっくぇ くぇ 
こっさうけょ ょけ 2012 ゅけょぇ. ╆ぇはゃ-
かっくうは け こけしすぇくけゃおっ くぇ せつひす 
くせあょぇのとうたしは きけかけょにた しっきっえ 
こさけょけかあぇのす こさうくうきぇすぬしは. 
〈ぇおあっ ょっえしすゃうっ こかぇくぇ きっ-
さけこさうはすうえ こけ けぉっしこっつっくうの 
あうかぬひき きけかけょにた しっきっえ ゃ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ 2006-
2010 ゅけょぇた, せすゃっさあょひくくけゅけ 
こけしすぇくけゃかっくうっき ‶さぇゃうすっかぬ-
しすゃぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 
29.12.2006 ゅ. わ111-‶‶, こかぇ-
くうさせっすしは こさけょかうすぬ ょけ 2012 
ゅけょぇ ゃおかのつうすっかぬくけ, ぇ こけしかっ 
ゃくっしっくうは ういきっくっくうえ ゃ いぇおけくけ-
ょぇすっかぬしすゃけ くぇ そっょっさぇかぬくけき 
せさけゃくっ こかぇくうさせっすしは さぇいさぇぉけす-
おぇ う せすゃっさあょっくうっ こさけゅさぇききに 
けぉっしこっつっくうは あうかぬひき きけかけょにた 
しっきっえ ょけ 2015 ゅけょぇ.

』╇〈┿〈╄╊を – ╂┿╆╄〈┿
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′ぇ ゃけこさけしに つうすぇすっかっえ けす-
ゃっつぇっす 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 ̈ ╊を╂┿ 
╁╇╉〈¨[¨╁′┿ 【╄╊〉》╇′┿: 

╅ぇさぇ, あぇさぇ, 
あぇさっくけっ しけかくちっ ぉけかぬてうた 
ゅけさけょけゃ... 
╉すけ-すけ しこぇしぇっすしは けす こぇかはとっゅけ いくけは 
いぇ ゅけさけょけき うかう くぇ こさけしすけさぇた ぉかう-
あぇえてっえ けいひさくけえ けぉかぇしすう. ┿ おすけ-すけ, 
おけきせ くっ こけしつぇしすかうゃうかけしぬ けすぉにすぬ くぇ 
きけさは う けいひさぇ, こさうくうきぇっす ぉせすにかけつ-
くにえ ょせて ゃ ╇しすけさうつっしおけき しおゃっさっ.

‶〉╊を] ╂¨[¨╃┿



′け くっす: つせすぬ かう くっ ゃ さけしす ぉせおゃぇき 
いぇ くうきう さぇいさけししは けしけす, おぇさすうくせ ょう-
おけえ こさうさけょに せしうかうゃぇのす おさぇこうゃぇ, 
ぉせさぬはく, きぇすぬ-う-きぇつったぇ. ‶さぇゃょぇ, し 
«そぇしぇょぇ» ゃにしぇあっくに ぉぇさたぇすちに う ょっ-
おけさぇすうゃくにえ ぉぇさぉぇさうし ょゃせた ちゃっすけゃ, 
くけ っゅけ ぉに こけょさっいぇすぬ, おさけくせ しそけさきう-
さけゃぇすぬ, ょぇ すけかぬおけ くっおけきせ: こかけとぇょおせ 
ゃいはかぇしぬ ぉにかけ こぇすさけくうさけゃぇすぬ 〈ぇすぬは-
くぇ ぅさうちぇ, こけしすさけうゃてぇは いょぇくうっ おぇそっ 
せ ぉっすけくくにた ぉせおゃ, くけ くっいぇゃっさてひくくにえ 
けぉなっおす けくぇ すっこっさぬ こさけょぇひす. ]っゅけょくは 
いょっしぬ ぉっいかのょくけ, ぉっしたけいくけ, いぇ さぇしすっ-
くうはきう くうおすけ くっ せたぇあうゃぇっす. 

′ぇょけ いぇきっすうすぬ, つすけ ょぇあっ くぇ けしすぇ-
くけゃおっ けぉとっしすゃっくくけゅけ すさぇくしこけさすぇ 
«╀╆]╉», つすけ くぇこさけすうゃ «ゃなっいょくけえ 
ゅさせここに», ちゃっすけつおう こさうきっすくっっ ゅかぇ-
いせ. ╋けかけょちに, いぇゃけょつぇくっ, くっ いぇぉに-

ゃぇのす ねすせ おかせきぉせ, たけすは くぇて くっけぉ-
さっきっくひくくにえ おせかぬすせさけえ こけゃっょっくうは 
くぇさけょ すぇお う くけさけゃうす ゃしっ ゃぇいけくに う 
おかせきぉに くぇ けしすぇくけゃけつくにた こかけとぇょおぇた 
こさっゃさぇすうすぬ ゃ こっこっかぬくうちに. ╄とひ ょゃっ 
こさうかうつくにっ おかせきぉに こさっょこさうはすうっ 
さぇいぉうかけ くぇ こっさっおさひしすおっ ょけさけゅ, こけ 
しけしっょしすゃせ しけ しすさけはとうきしは たさぇきけき. 〉 
いょぇくうは あっ いぇゃけょけせこさぇゃかっくうは うい-いぇ 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃぇ すっささうすけさうう くにくつっ 
し ちゃっすけつおぇきう くっゅせしすけ, こさぇゃょぇ, ゃょけかぬ 
ぇかかっう, ゃっょせとっえ お こさけたけょくけえ, ゃしひ あっ 
けそけさきかっくに すさう おかせきぉに. ╆ぇ こさけこけか-
おけえ う さにたかっくうっき きに いぇしすぇかう きぇしすっ-
さぇ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけ-たけいはえしすゃっくくけゅけ 
けすょっかぇ ╊. 【せぉうつっゃせ. 

– 〉 しぇきけえ こさけたけょくけえ さぇしすっくうは 
こかけたけ こさうあうゃぇのすしは うい-いぇ こにかう, ちっ-
きっくすぇ, – しっすせっす ╊のょきうかぇ ┿かっおしぇく-

ょさけゃくぇ. – ┿ 
くぇ けしすぇかぬくにた 
おかせきぉぇた くっ-
ういゃっしすくにっ ゃしひ 
ゃさっきは ゃけさせのす 
しぇあっくちに, こさけ-
しすけ ぉっょぇ! 

ぁすぇ くぇこぇしすぬ 
ういゃっしすくぇ きくけ-
ゅうき せつぇしすくう-
おぇき ぇおちうう: 
こ ぬ は く つ せ あ お う 
こけょおぇさぇせかう-
ゃぇのす ょっくぬ, 
おけゅょぇ けさゅぇくう-

いぇちうう こけかせつぇのす ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう 
╀╂¨ ちっくすさぇかういけゃぇくくけ こけしすぇゃかはっきせの 
う こさけこかぇつっくくせの きっしすくにき ぉのょあっすけき 
さぇししぇょせ, ゃ こけすひきおぇた ゃにおぇこにゃぇのす 
おけさくう, ぇ  こけすけき ぉかぇゅけこけかせつくけ さっぇ-
かういせのす うた くぇ しすうたうえくにた さにくけつおぇた. 
′っ すぇお ょぇゃくけ さぇぉけすくうおう おぇそっ «[せし-
しおうっ ぉかうくに» いぇしすぇかう しさっょぬ ぉっかぇ ょくは 
しすぇさせてっくちうの し かけこぇすけえ, さけのとせの 
おかせきぉに し せあっ さぇいさけしてうきうしは ゃうけかけえ, 
こっすせくぬっえ, ゃっしひかにきう さっぉはすおぇきう. ╁けい-
きせとひくくにき すぇおけえ くぇゅかけしすぬの たけいはっ-
ゃぇき ぉぇぉせしは ぇゅさっししうゃくけ けすゃっすしすゃけ-
ゃぇかぇ: «╁ぇき ちゃっすけゃ つすけ かう あぇかおけ? ぅ 
すけあっ すぇおうっ たけつせ».

》けすっすぬ くっ ゃさっょくけ, ょぇあっ こけかっいくけ: 
しすぇくけゃうしぬ けそうちうぇかぬくけ せつぇしすくうおけき 
ぇおちうう «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ», こけかせつう 
ぉっしこかぇすくけ さぇししぇょせ う ゃにさぇとうゃぇえ っっ 
くぇ いょけさけゃぬっ, ょかは しけぉしすゃっくくけえ さぇょけ-
しすう せ ょけきぇ, こけょなっいょぇ, おけすすっょあぇ, おすけ 
あっ くっ ゃっかうす? 

╀けかっっ つぇしぇ きに けしきぇすさうゃぇかう う ゃに-
しきぇすさうゃぇかう ちゃっすけつくにっ こかけとぇょおう 
′けゃけぉっさひいけゃしおけゅけ きうおさけさぇえけくぇ, 
こっさゃけゅけ あうかけゅけ きぇししうゃぇ くぇ ゅけしすっゃけき 
きぇさてさせすっ. ‶さうはすくけっ ゃこっつぇすかっくうっ 
けしすぇゃうかう せ くぇし おかせきぉに しぇくぇすけさうは-
こさけそうかぇおすけさうは «]けかくっつくにえ» う 
しぇかけくぇ おさぇしけすに «╀ねかぬ»: ゃうょくけ, つすけ 
おけかかっおすうゃ いょさぇゃくうちに せたぇあうゃぇっす いぇ 
くぇしぇあょっくうはきう, お おぇいひくくけえ さぇししぇょっ 
ねくすせいうぇしすに ょけぉぇゃうかう しゃけの, ょけきけさけ-
とっくくせの. ╋ぇしすっさぇ こぇさうおきぇたっさしおけゅけ 
うしおせししすゃぇ こさけはゃうかう ょういぇえくっさしおうえ 
すぇかぇくす, こけしゃはすうゃ おかせきぉせ 65-かっすうの 
‶けぉっょに: いゃっいょぇ, ╂っけさゅうっゃしおぇは かっく-
すぇ, こけおさぇてっくくにっ ゃ すけく っえ おぇきくう – う 
くっゃけけさせあひくくにき ゅかぇいけき ゃうょくけ, つすけ 
かのょう さぇぉけすぇかう «くっ ょかは ゅぇかけつおう», ぇ 
けす ょせてう.

┿ ゃけす すさひき けさゅぇくういぇちうはき, さぇしこけ-
かけあっくくにき くぇ ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, こけ-
ゃうょうきけきせ, くっ たゃぇすうかけ くぇしすさけっくうは, 
すゃけさつっしおけゅけ ゃいゅかはょぇ: きけょくにえ ょけき 

«]かぇゃっくぇ» う こさけょせおすけゃにえ きぇゅぇいうく 
«『っくすさ-いょけさけゃぬっ» けそけさきうかう ゃさぇい-
くけぉけえ くぇたけょはとうっしは ゃ こけかせきっすさっ 
ょさせゅ けす ょさせゅぇ おかせきぉに. ╆けけきぇゅぇいうく 
«〈さうけくうおし» けしすぇかしは ゃけゃしっ ぉっいせつぇしす-
くにき お ぇおちうう, こけねすけきせ くぇこさけすうゃ っゅけ 
けおけく  – こせしすけえ, しおせつくにえ こはすぇつけお. 
‶けつっきせ ぉに しけしっょはき くっ けぉなっょうくうすぬ-
しは う くっ ぉかぇゅけせしすさけうすぬ すっささうすけさうの ゃ 
けょくけき しすうかっ?

╅ぇかぬ, つすけ きぇたくせか させ-
おけえ くぇ しゃけう おかせきぉに ̈ ¨¨ 
«╋ぇさお う ╉°», つすけ くぇ ╉け-
さけかひゃぇ, 23:  ゃ こさけてかけき 
ゅけょせ くぇ くうた こにてくけ ちゃっ-
かう しぇきにっ さぇいくけけぉさぇい-
くにっ くぇしぇあょっくうは, くにくつっ 
いょっしぬ かうてぬ  くっせたけあっく-
くにっ きくけゅけかっすおう. ╆ぇすけ 
せ きぇゅぇいうくぇ «′ねゃぇ» くぇ 
╂けさぬおけゅけ – うょっぇかぬくにえ 
こけさはょけお, う ねすけ くっしきけすさは 
くぇ すけ, つすけ すけさゅけゃぇは すけつおぇ 
さぇぉけすぇっす おさせゅかけしせすけつくけ. 
‶けくぇつぇかせ こさけょぇゃちに けしう-
かうかう すけかぬおけ ょゃっ おかせきぉに, 
くにくつっ けしゃけうかう ゃしの こさう-
かっゅぇのとせの すっささうすけさうの.

– ╋っしすけ ぉけえおけっ, こけねすけ-
きせ せたぇあうゃぇすぬ いぇ ちゃっすぇきう くっこさけしすけ, 
– ょっかうすしは いぇゃっょせのとぇは きぇゅぇいうくけき 
╂ぇかうくぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ ╉けさはおけゃぇ. – 
′っさっょおけ くぇ おかせきぉに いぇっいあぇのす こさは-
きけ くぇ きけすけちうおかぇた, くっ せょうゃかはえすっしぬ: 
くっょぇゃくけ けょうく ぉぇえおっさ ゃなったぇか こさはきけ 
ゃ すけさゅけゃにえ いぇか. ′け きに くっ けすつぇうゃぇ-
っきしは: こけょこさぇゃかはっき ちゃっすけつおう, こさけ-
こぇかにゃぇっき, こけかうゃぇっき うた, おぇお-くうおぇお 
いょっしぬ ちっくすさ きうおさけさぇえけくぇ.

╁ しけしっょくっえ こはすうねすぇあおっ けぉうすぇっす 
こけこせかはさくにえ きぇゅぇいうく «‶はすひさけつおぇ». 
]せょは こけ ゃしっきせ, っゅけ しけすさせょくうおう くっ 
しすさぇょぇのす つせゃしすゃけき こぇすさうけすういきぇ: 
くぇこさけすうゃ ゃうすさうく しけゃっさてっくくけ ゅけかぇは 
いっきかは, しかけゃくけ こけかけゃちに し こっつっくっ-

ゅぇきう こさけてかう し おさうおぇきう: «┿た, «‶は-
すひさけつおぇ», ぇえ ょぇ きぇすせておぇ». ┿ ゃっょぬ 
こせしすにさぬ かっゅおけ きけあくけ こさっゃさぇすうすぬ 
ゃ すさう くっぉけかぬてうっ, くけ しうきこぇすうつくにっ 
おかせきぉに. ‶さうつひき, ゃしっ せつぇしすくうおう ぇお-
ちうう «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ» いくぇのす, つすけ 
こさけっおす ねすけす きぇかけぉのょあっすくにえ, すさぇす 
けす おけかかっおすうゃけゃ くっ すさっぉせっすしは: くぇ 
しせぉぉけすくうおう さっょおけ おすけ けすおぇいにゃぇっすしは 
ゃにたけょうすぬ…

«′せ, すぇお «‶はすひさけつおぇ» – くっ ぉっ-
さひいけゃしおうえ きぇゅぇいうく, つすけ し ゃぇさは-
ゅけゃ ゃいはすぬ?» – しおぇあっすっ ゃに. ′け ゃけす 
こけつっきせ-すけ «╉うさけゃしおうえ» しっぉは うくけ-
いっきちっき くっ しつうすぇっす, ょぇあっ こさう けすしせす-
しすゃうう しゃけぉけょくにえ いっきかう せきせょさうかしは 
せ ょゃせた しゃけうた きぇゅぇいうくけゃ さぇいぉうすぬ こけ 
おかせきぉっ: ょせきぇのす いょっしぬ くっ すけかぬおけ け 
しゃけひき そうくぇくしけゃけき こさけちゃっすぇくうう, くけ 
う おせかぬすせさくけき こさけちゃっすぇくうう すっささうすけ-
さうう, ゅょっ っゅけ ぉういくっし. 

╂けしすっゃけえ きぇさてさせす くぇつうくぇっすしは けす 
ぉせおゃ «╀っさひいけゃしおうえ» う いぇおぇくつうゃぇっす-
しは ぇゃすけしすぇくちうっえ. ╆くぇつうす, くぇき ぉせょっす 
つすけ こけしきけすさっすぬ う さぇししおぇいぇすぬ つうすぇすっ-
かの ゃ しかっょせのとうえ さぇい. 
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╁ ねすけす いかけこけかせつくにえ ょっくぬ ╁.┿. ]け-
かけきぇすうく ゃひい し こさけういゃけょしすゃっくくけゅけ 
せつぇしすおぇ けおけかけ ょっしはすう ゃぇゅけくけゃ すけさ-
そぇ, おけゅょぇ くぇゃしすさっつせ っきせ しけ しすぇくちうう 
ゃにてっか  こけさけあくはおけき ょさせゅけえ しけしすぇゃ.  

– ╁うょうきけ, しすさっかおぇ, おけすけさぇは さっ-
ゅせかうさせっす ょゃうあっくうっ, くっ しさぇぉけすぇかぇ, 
–  けこせしすうゃ ゅかぇいぇ, さぇししおぇいにゃぇっす 
╁かぇょうきうさ ┿かっおしぇくょさけゃうつ. ′っきくけゅけ 
こけきけかつぇゃ う こっさっゃっょは ょせた, けく こさけ-
ょけかあぇっす. – ╋に けょうく くぇ けょうく, ゃ «かけ-
ぉけゃせの» しすけかおくせかうしぬ せ かっしけいぇゃけょぇ. 
╁しっ ゃぇゅけくに こっさっゃっさくせかうしぬ. ╊ぇょくけ, 
たけすぬ きに, きぇてうくうしすに, いぇきっすうゃ, つすけ 
ぇゃぇさうう くっ ういぉっあぇすぬ, さっいおけ ょぇかう 
こけ すけさきけいぇき う ゃにこさにゅくせかう うい こぇ-
さけゃけいけゃ – あうゃに けしすぇかうしぬ… ぁた, ょけ-
しすぇかけしぬ あっ くぇき すけゅょぇ けす しすぇさてっゅけ 
こけ しすぇくちうう! 

ぁすけ こさけうしてっしすゃうっ しかせつうかけしぬ ゃ 
1956 ゅけょせ, ゃ こっさゃにえ ゅけょ さぇぉけすに 
╁かぇょうきうさぇ ]けかけきぇすうくぇ きぇてうくう-
しすけき くぇ ╊けしうくけき すけさそけこさっょこさうは-
すうう. 』‶ しかけゃくけ いぇおぇかうかけ くぇてっゅけ 
ゅっさけは, ぇ ょぇかぬてっ っきせ せあっ くっ ぉにかけ 
さぇゃくにた.

«〈¨[《ぅ′｠╄ ‶〉〈╇»
〉いおけおけかっえくせの あっかっいくせの ょけさけゅせ 

こけしすさけうかう, つすけぉに せょけぉくっっ ぉにかけ ゃに-
ゃけいうすぬ いぇこぇしに し すけさそけこけかっえ. ‶けいょ-
くっっ すけさそけゃけいくにっ こせすう けぉなっょうくはかう 
ゃ «〈さぇくしこけさすくにっ 〉こさぇゃかっくうは» (〈〉), 
«¨ぉなっょうくひくくにっ 》けいはえしすゃぇ ╅っかっい-
くけょけさけあくけゅけ 〈さぇくしこけさすぇ» (¨》╅〈) 
う «‶さっょこさうはすうは ‶さけきにてかっくくけゅけ 
╅っかっいくけょけさけあくけゅけ 〈さぇくしこけさすぇ» 
(‶‶╅〈).  ╁けいくうおかぇ しぇきけしすけはすっかぬ-
くぇは しすさせおすせさぇ, おけすけさぇは こさっょけしすぇゃ-

かはかぇ すさぇくしこけさすくにっ せしかせゅう しさぇいせ 
くっしおけかぬおうき すけさそけこさっょこさうはすうはき. 
〈ぇお, ょけ 1985 ゅけょぇ しせとっしすゃけゃぇかけ 
]ゃっさょかけゃしおけっ けぉなっょうくひくくけっ たけいはえ-
しすゃけ あっかっいくけょけさけあくけゅけ すさぇくしこけさ-
すぇ (]¨》╅╃), おけすけさけっ しけょっさあぇかけ 
すけさそけすさぇくしこけさす ╇しっすしおけ-┿はすしおけゅけ, 
╋けくっすくけゅけ う ╊けしうくけゅけ すけさそけこさっょ-
こさうはすうえ. ╉けくすけさぇ ]¨》╅╃ (こけいょくっっ 
- ‶‶╅〈) さぇしこけかぇゅぇかぇしぬ ゃ こけしひかおっ 
╋けくっすくけき. ╆ょっしぬ あっ くぇたけょうかうしぬ 
ちっくすさぇかぬくぇは しすぇくちうは う けしくけゃくけっ 
かけおけきけすうゃくけっ ょっこけ ょけさけゅう. 

╁.┿.]けかけきぇすうく すさせょうかしは くぇ 
けょくけき うい っひ くぇこさぇゃかっくうえ. ]ゃけの 
おぇさぬっさせ くぇ あっかっいくけえ ょけさけゅっ けく 
くぇつぇか し ょけかあくけしすう こけっいょくけゅけ おけ-
つっゅぇさぇ, つっさっい くっしおけかぬおけ かっす せあっ 
ぉにか きぇてうくうしすけき こぇさけゃけいぇ, ぇ ゃ 
60-っ ゅけょに, おけゅょぇ こけはゃうかうしぬ こっさゃにっ 
すっこかけゃけいに, しすぇか せこさぇゃかはすぬ くけゃっくぬ-
おうき 〈〉-7.  

ÝÕ, «ÏßÒÅÐÎ×ÊÀ», ÎÕ ÄÀ ÌÀÒÓØÊÀ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

‶¨‶〉╊ぅ[′｠╄ «ゃけさけすぇ ゅけさけょぇ», つすけ くぇ ゅさぇくうちっ し 
╄おぇすっさうくぉせさゅけき, けすおさにゃぇのす ゅけしすっゃけえ きぇさてさせす: 

ゃしはおうえ ゃなっいあぇのとうえ くぇ すっささうすけさうの ╀っさひいけゃしおけゅけ 
しさぇいせ せこうさぇっすしは ゃいゅかはょけき ゃ しけかうょくにっ ぉせおゃに ゃ っゅけ くぇ-
いゃぇくうう. ╃けしすけこさうきっつぇすっかぬくけしすぬ けぉはいぇすっかぬくけ こさうしせす-
しすゃせっす くぇ ゃしった ぉせおかっすぇた け ╀╂¨, っひ かのぉはす きけかけょけあひくに, 
こけすけきせ きけあくけ ぉにかけ こさっょこけかけあうすぬ, つすけ ょぇくくけっ きっしすけ 
ぉせょっす しかせあうすぬ けぉさぇいちけき おさぇしけすに う せたけあっくくけしすう ょかは 
ゃしった せつぇしすくうおけゃ ぇおちうう «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ».

╅っかっいくぇは ょけさけゅぇ ╊けしうくけゅけ すけさ-
そけこさっょこさうはすうは ゃ すけ ゃさっきは しけっょう-
くはかぇ ゃしっ こさけういゃけょしすゃっくくにっ せつぇしす-
おう (くにくっ ねすけ こけしひかおう ╊せぉはくけえ, 
]けかくっつくにえ, ╀っいさっつくにえ, ╆っかひくにえ 
╃けか). ╉させゅかけしせすけつくけ こけ あっかっいくけえ 
ょけさけゅっ ょゃうゅぇかうしぬ こぇししぇあうさしおうっ う 
ゅさせいけゃにっ こけっいょぇ. ̈ ぉとぇは こさけすはあひく-
くけしすぬ こせすっえ せいおけえ う てうさけおけえ おけかっう 
しけしすぇゃかはかぇ しゃにてっ 120 おうかけきっすさけゃ. 
╃けぉにすにえ すぇき すけさそ ゃにゃけいうかう くぇ 
′けゃけしゃっさょかけゃしおせの, ╉ぇつおぇくぇさしおせの 
〈ぁ『 う ′けゃけすさせぉくにえ いぇゃけょ. 

╁¨〈 〈┿╉ [╄╉¨[╃!
‶け すったくうつっしおうき くけさきぇき すけゃぇさ-

くにえ しけしすぇゃ ょけかあっく ぉにか しけしすけはすぬ 
うい 14-15 ゃぇゅけくけゃ, ぇ  ╁かぇょうきうさ 
┿かっおしぇくょさけゃうつ ゃにゃけいうか こけ 36 (!) 
ゃぇゅけくけゃ すけさそぇ. 』すけぉに しこさぇゃうすぬしは 
し すぇおうき «たゃけしすけき», すさっぉけゃぇかうしぬ 
くっけぉにおくけゃっくくぇは しくけさけゃおぇ, せきっ-
くうっ う すぇかぇくす. ]っえつぇし ゃ しっきっえくけき 
ぇさたうゃっ ]けかけきぇすうくにた しけぉさぇくぇ くっ 
けょくぇ こぇこおぇ  こけつひすくにた ゅさぇきけす う 
ぉかぇゅけょぇさしすゃっくくにた こうしっき. ╋くけゅけ 
かっす そけすけゅさぇそうは ╁.┿. ]けかけきぇすうくぇ 
ゃうしっかぇ くぇ ╃けしおっ ‶けつひすぇ ゃけ ╃ゃけさ-
ちっ おせかぬすせさに «〉さぇか», ぇ ゃ 1977 ゅけょせ 
っゅけ くぇゅさぇょうかう けさょっくけき 〈させょけゃけゅけ 
╉さぇしくけゅけ いくぇきっくう.  

┳〉╋╈》╄╆[ょ╉]  ╆『╉‒  ╊╉[╉╋〈〉╈〉》〉╊〈′‶〉╆  『  《》〉】╉『『′〉〈╄[ぉ〈ぇ]  《》╄╋╈〈′‶〉]!

╋に こけ-こさっあくっきせ こけいょさぇゃかはっき ぉっさっいけゃつぇく し ╃くひき あっかっいくけ-
ょけさけあくうおぇ, たけすは しすぇかぬくにた きぇゅうしすさぇかっえ くぇ すっささうすけさうう くぇてっゅけ 
けおさせゅぇ くっ けしすぇかけしぬ. ¨しすぇかうしぬ かのょう, ょけかゅけっ ゃさっきは さぇぉけすぇゃてうっ 
こけょ こっさっしすせお おけかひし. ╇た こさけてかにっ すさせょけゃにっ いぇしかせゅう しすけはす すけゅけ, 
つすけぉに しおぇいぇすぬ: «] ╃くひき あっかっいくけょけさけあくうおぇ, ぉっさっいけゃつぇくっ!»

╊¨]╇ ╂〉╊ぅ╊╇ ‶¨ [╄╊を]┿╋
╋ぇてうくうしすぇき, おけすけさにっ さぇぉけすぇかう 

ゃ ょさせゅうっ しきっくに, こけゃすけさうすぬ っゅけ こけょ-
ゃうゅ くっ せょぇゃぇかけしぬ. ′っ さぇい うた しけしすぇ-
ゃに こっさっゃけさぇつうゃぇかうしぬ, ぇ こさうつうくけえ 
ぇゃぇさうう ぉにかう… あうゃけすくにっ. 

– ╄ょっき, すっきくけ, しゃっす っかっ-っかっ くぇ 
さっかぬしに こぇょぇっす, う ゃょさせゅ けすおせょぇ くう 
ゃけいぬきうしぬ くぇ ょけさけゅっ こけはゃかはっすしは 
かけしぬ. ╇た さぇくぬてっ きくけゅけ ゃ こけしひかおっ 
ぉにかけ, けくう たけょうかう くぇこっさっさっい, つっさっい 
あっかっいくけょけさけあくにっ こせすう, – ゃしこけきう-
くぇっす ╁かぇょうきうさ ┿かっおしぇくょさけゃうつ.

╇╂[┿╊┿ ′┿ ‶〉╊を〈╄, 
╉┿╉ ′┿ ╀┿ぅ′╄!
╀けかっっ すさうょちぇすう かっす くぇ あっかっいくけえ 

ょけさけゅっ こさけさぇぉけすぇかぇ う ╁.╊. ╁さぇつひ-
ゃぇ. ′ぇ ╊けしうくけゃしおけえ しすぇくちうう けくぇ 
つうしかうかぇしぬ きぇてうくうしすけき こっさっゅさせ-
いけつくにた きぇてうく. 

〈けさそ, こさっあょっ つっき くぇこさぇゃうすぬ 
くぇ 〈ぁ『, ゅさせいうかう くぇ ぉけかけすっ ゃ せいおけ-
おけかっえくにっ ゃぇゅけくに, いぇすっき ゃっいかう ょけ 
てうさけおけえ おけかっう, こっさっゅさせあぇかう ゃ ゃぇ-
ゅけくに てうさけおけえ おけかっう う すさぇくしこけさすう-
さけゃぇかう くぇ すけこかうゃけこけょぇつせ. ╁ぇかっく-
すうくぇ ╊っけくすぬっゃくぇ おぇお さぇい さぇぉけすぇかぇ 
くぇ けょくけえ うい すぇおうた あっかっいくけょけさけあ-
くにた さぇいゃはいけお. ╁しは こけゅさせいおぇ すけさそぇ 
ゃ ゃぇゅけくに こさけういゃけょうかぇしぬ させつくにき 
しこけしけぉけき, し こけきけとぬの  かっぉひょけお.  

– 〈けさそ ゃにゃぇかうゃぇっき – う けゅさけきくけっ 
けぉかぇおけ こにかう こけょくうきぇっすしは ゃゃっさた. 
′うおけゅけ くっ ゃうょぇすぬ… ┿ こけすけき さぇぉけす-

くうおう うい-こけょ ゃぇゅけくぇ ゃにかっいぇのす, つひさ-
くにっ, おぇお くっゅさに. ′っ さぇぉけすぇ ぉにかぇ, ぇ 
おぇすけさゅぇ, – さぇししおぇいにゃぇっす ╁ぇかっくすうくぇ 
╊っけくすぬっゃくぇ.  

‶けしかっ ゃけえくに, おけゅょぇ しすぇかう こけ-
はゃかはすぬしは ぇゃすけきぇすうつっしおうっ こっさっゅさせ-
いけつくにっ おさぇくに, ねしすぇおぇょに, きぇてうくに, 
– ╁ぇかっくすうくせ ╁さぇつひゃせ こけしぇょうかう いぇ 
こせかぬす. 

– ぅ おぇお くぇ ぉぇはくっ うゅさぇかぇ, – しきっ-
ひすしは ╁ぇかっくすうくぇ ╊っけくすぬっゃくぇ. – ╁けす 
ょけ つっゅけ ゃっしぬ こさけちっしし ぉにか けすさっこっ-
すうさけゃぇく! 

]っえつぇし け こさっあくうた すさせょけゃにた ぉせょ-
くはた っえ くぇこけきうくぇっす すけかぬおけ ぉせょおぇ 
きぇてうくうしすぇ, おけすけさぇは  しけたさぇくうかぇしぬ 
くぇ きっしすっ ぉにゃてっえ こっさっゅさせいけつくけえ 
しすぇくちうう (╁ぇかっくすうくぇ ╊っけくすぬっゃくぇ 
あうゃひす くぇこさけすうゃ). 

╁ しっさっょうくっ 90-た ゅけょけゃ ゃしっ ゃっすおう 
╊けしうくけゃしおけえ せいおけおけかっえくけえ あっかっい-
くけえ ょけさけゅう さぇいけぉさぇかう. ╁っすっさぇくぇき-
すさせあっくうおぇき あっかっいくにた ょけさけゅ おぇ-
あっすしは, つすけ っとひ ゃつっさぇ こけ いっきかっ 
╀っさひいけゃしおけえ たけょうかう  こぇさけゃけいに, ぇ 
ょかは きけかけょひあう ねすけ せあっ うしすけさうは. 

«╀ねかぬ» – お 65-かっすうの ‶けぉっょに

╂けさけょ ゃしすさっつぇっす ゅけしすっえ つっさすけこけかけたけき
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4:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

6:00 14:00 ╃/《 ╀╇╊╊ ╂╄╈〈]: ╉┿╉ 』〉╃┿╉ 

╇╆╋╄′╇╊ ╋╇[

7:00 15:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

8:00 〈/] ╇╋‶[╄]]╇¨′╇]〈｠

9:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

11:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

12:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ 〉』╄′｠╄

12:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╇]〈¨[╇╇

13:00 ╃/《 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄, ╉¨〈¨[¨╄ ‶¨〈[ぅ]╊¨ ╋╇[

16:00 〈/] ╇╋‶[╄]]╇¨′╇]〈｠

17:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

18:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

19:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

20:00 4:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇

21:00 ╃/《 ╆┿〈╄[ぅ′′｠╈ ╂¨[¨╃ 《┿[┿¨′┿

22:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

23:00 ╃/] ]¨╁╄[【╄′′¨ ]╄╉[╄〈′¨ – ╇]〈¨[╇ぅ 

【‶╇¨′┿╅┿

0:00 〈/] ╇╋‶[╄]]╇¨′╇]〈｠

1:00 ╃/《 ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╇╆ [┿╆[〉【╇〈╄╊╄╈ ‶╊¨〈╇′

2:00 ╃/《 ぅ╉〉〈]╉┿ぅ ╋〉╋╇ぅ

3:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

5:00 ╃/《 ╆┿〈╄[ぅ′′｠╈ ╂¨[¨╃ 《┿[┿¨′┿

6:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

7:00 15:00 ╃/] ]¨╁╄[【╄′′¨ ]╄╉[╄〈′¨ – ╇]〈¨-

[╇ぅ 【‶╇¨′┿╅┿

8:00 16:00 〈/] ╇╋‶[╄]]╇¨′╇]〈｠

9:00 17:00 ╃/《 ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╇╆ [┿╆[〉【╇〈╄╊╄╈ 

‶╊¨〈╇′

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/《 ぅ╉〉〈]╉┿ぅ ╋〉╋╇ぅ

11:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

12:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ ╀[╇-

〈┿′╇╇

13:00 ╃/《 ╆┿〈╄[ぅ′′｠╈ ╂¨[¨╃ 《┿[┿¨′┿

14:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

18:00 ╃/《 ぅ╉〉〈]╉┿ぅ ╋〉╋╇ぅ

19:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

21:00 ╃/《 ╇]〈¨[╇ぅ ╉┿[〈¨《╄╊ぅ

22:00 ╃/《 ]╁ぅ〈¨╈ ‶┿〈[╇╉

23:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇

0:00 ╃/《 ╉╊┿╃╀╇】╄ ╂╊┿╃╇┿〈¨[¨╁

1:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

2:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇ 

3:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

5:00 ╃/《 ╇]〈¨[╇ぅ ╉┿[〈¨《╄╊ぅ

6:00 14:00 ╃/《 ]╁ぅ〈¨╈ ‶┿〈[╇╉

7:00 15:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╁¨]-

〈¨』′¨╈ ╂╄[╋┿′╇╇

8:00 ╃/《 ╉╊┿╃╀╇】╄ ╂╊┿╃╇┿〈¨[¨╁

9:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇ 

11:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

13:00 ╃/《 ╇]〈¨[╇ぅ ╉┿[〈¨《╄╊ぅ

116:00 ╃/《 ╉╊┿╃╀╇】╄ ╂╊┿╃╇┿〈¨[¨╁

17:00 ╃/] ¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ ′┿『╇]〈┿╋╇

18:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇ 

19:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

20:00 ╃/《 ╁¨╈′┿ ╁ ╇]╉〉]]〈╁╄

21:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 ╃/《 ╉¨[¨′┿『╇ぅ ╉¨[¨╊╄╁｠

23:00 ╃/《 〈¨╉╇¨: ╃╄′を, ╉¨╂╃┿ ╆┿╉¨′』╇╊┿]を 

╁¨╈′┿

0:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ

1:00 ╃/] 〉]┿╃を╀┿ ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉¨╈ ぁ‶¨》╇

2:00 ╃/《 ╃╅╇╋╋╇ 》╄′╃[╇╉]: ‶¨]╊╄╃′╇╄ 24 

』┿]┿

3:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

4:00 ╃/《 ╁¨╈′┿ ╁ ╇]╉〉]]〈╁╄

5:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

6:00 ╃/《 ╉¨[¨′┿『╇ぅ ╉¨[¨╊╄╁｠

7:00 15:00 ╃/《 〈¨╉╇¨: ╃╄′を, ╉¨╂╃┿ ╆┿╉¨′』╇-

╊┿]を ╁¨╈′┿

8:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ

9:00 ╃/] 〉]┿╃を╀┿ ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉¨╈ ぁ‶¨》╇

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/《 ╉′╇╂┿, ‶¨〈[ぅ]【┿ぅ ╋╇[

11:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

12:00 ╃/《 ╁¨╈′┿ ╁ ╇]╉〉]]〈╁╄

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 ╃/《 ╉¨[¨′┿『╇ぅ ╉¨[¨╊╄╁｠

16:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ

17:00 ╃/] 〉]┿╃を╀┿ ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉¨╈ ぁ‶¨》╇

18:00 ╃/《 ╉′╇╂┿, ‶¨〈[ぅ]【┿ぅ ╋╇[

19:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

20:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

21:00 ╃/《 ]‶¨[〈 ╃[╄╁′╄╂¨ ╉╇〈┿ぅ

22:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

23:00 ╃/《 ぅ‶¨′╇ぅ ╁ [┿╆╁┿╊╇′┿》

0:00 ╃/《 ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿ ┿╋┿╆¨′╉╇

1:00 ╃/] 〉]┿╃を╀┿ ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉¨╈ ぁ‶¨》╇

2:00 ╃/《 [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ ′┿ ╉╇′¨ぁ╉[┿′╄: ′¨╁｠╄ 

╊╇『┿ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

3:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

4:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

5:00 ╃/《 ]‶¨[〈 ╃[╄╁′╄╂¨ ╉╇〈┿ぅ

6:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

7:00 ╃/《 ぅ‶¨′╇ぅ ╁ [┿╆╁┿╊╇′┿》

8:00 ╃/《 ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿ ┿╋┿╆¨′╉╇

9:00 ╃/] 〉]┿╃を╀┿ ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉¨╈ ぁ‶¨》╇

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/《 [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ ′┿ ╉╇′¨ぁ╉[┿′╄: ′¨╁｠╄ 

╊╇『┿ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

11:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

12:00 ╃/《 ╅╇╆′を ╁╄[｠ ╀[╇〈〈╄′

13:00 ╃/《 ]‶¨[〈 ╃[╄╁′╄╂¨ ╉╇〈┿ぅ

14:00 〈/] ╆┿╉¨′ ╂┿[[¨〉

15:00 ╃/《 ぅ‶¨′╇ぅ ╁ [┿╆╁┿╊╇′┿》

16:00 ╃/《 ╆┿〈╄[ぅ′′｠╄ ╂¨[¨╃┿ ┿╋┿╆¨′╉╇

17:00 ╃/] 〉]┿╃を╀┿ ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉¨╈ ぁ‶¨》╇

18:00 ╃/《 [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ ′┿ ╉╇′¨ぁ╉[┿′╄: ′¨╁｠╄ 

╊╇『┿ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

19:00 ╃/] ¨ ╆┿╋╉┿》 ╇ ╉¨[¨╊ぅ》

20:00 ╃/] ╁ ‶¨╇]╉┿》 ╀╄〈》¨╁╄′┿

21:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 ╃/《 〉╀╇╈]〈╁¨ ┿╁[┿┿╋┿ ╊╇′╉¨╊を′┿

23:30 ╃/] 〉〈[┿』╄′′｠╄ ╀¨╂╇

6.30 «¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ [╄『╄‶〈┿╋╇»

7.00 〈/] «╀╊╇╆╉╇╄ ╊ぃ╃╇»

8.00 〈/] «〈┿〈をぅ′╇′ ╃╄′を»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 «╉〉》′ぅ» 

11.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

12.00 «′╄╃╄╊ぅ ╄╃｠»

13.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁ ╃¨╀[｠╈ 』┿]!»

15.00 «╆╁┱╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁ ぁ╃╄╋»

18.00 〈/] «╃¨[¨╂╇ ╇′╃╇╇»

19.00, 23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

19.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

20.05 〈/] «〈┿╉┿ぅ ¨╀｠』′┿ぅ ╅╇╆′を»

21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.00 〈/] «¨〈』┿ぅ′′｠╄ ╃¨╋¨》¨╆ぅ╈╉╇»

23.45 》/《 «╃╄╊┿ ]╄[╃╄』′｠╄»

01.35 〈/] «╋¨ぅ ╅╄′┿ ╋╄′ぅ ‶[╇╁¨[¨╅╇╊┿»

02.35 〈/] «]》╁┿〈╉┿»

03.30 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»

6.00 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ «41»

6.30 «¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ [╄『╄‶〈┿╋╇»

7.00 〈/] «╀╊╇╆╉╇╄ ╊ぃ╃╇»

8.00 〈/] «〈┿〈をぅ′╇′ ╃╄′を»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00, 19.35 «╃′╄╁′╇╉╇ ╋╇]] ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

11.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

12.00 «′╄╃╄╊ぅ ╄╃｠»

13.00 》/《 «╃╄╊┿ ]╄[╃╄』′｠╄»

14.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

15.20 «╆╁┱╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁ ぁ╃╄╋», ╆┿╉╊ぃ』. ]╄[╇ぅ

18.00 〈/] «╃¨[¨╂╇ ╇′╃╇╇»

19.00, 23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

20.00 〈/] «〈┿╉┿ぅ ¨╀｠』′┿ぅ ╅╇╆′を»

21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.00 〈/] «¨〈』┿ぅ′′｠╄ ╃¨╋¨》¨╆ぅ╈╉╇»

23.45 》/《 «┿ ╆¨[╇ ╆╃╄]を 〈╇》╇╄»

03.30 〈/] «╋¨ぅ ╅╄′┿ ╋╄′ぅ ‶[╇╁¨[¨╅╇╊┿»

04.30 〈/] «]》╁┿〈╉┿»

5.50 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 «¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ [╄『╄‶〈┿╋╇»

7.00 〈/] «╀╊╇╆╉╇╄ ╊ぃ╃╇»

8.00 〈/] «〈┿〈をぅ′╇′ ╃╄′を»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00, 19.35 «╃′╄╁′╇╉╇ ╋╇]] ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

11.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

12.00 «′╄╃╄╊ぅ ╄╃｠»

13.00 》/《 «┿ ╆¨[╇ ╆╃╄]を 〈╇》╇╄»

15.00 «╆╁╄╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を»

16.45 «『╁╄〈¨』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

17.00 ]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?! 

18.00 〈/] «╃¨[¨╂╇ ╇′╃╇╇»

19.00, 23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

20.00 〈/] «〈┿╉┿ぅ ¨╀｠』′┿ぅ ╅╇╆′を»

21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.00 〈/] «¨〈』┿ぅ′′｠╄ ╃¨╋¨》¨╆ぅ╈╉╇»

23.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]〈┱╅╉╇-╃¨[¨╅╉╇»

01.05 〈/] «╋¨ぅ ╅╄′┿ ╋╄′ぅ ‶[╇╁¨[¨╅╇╊┿»

02.05 〈/] «]》╁┿〈╉┿»

03.00 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»

5.50 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.20 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.30 «¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ [╄『╄‶〈┿╋╇»

7.00 〈/] «╀╊╇╆╉╇╄ ╊ぃ╃╇»

8.00 〈/] «〈┿〈をぅ′╇′ ╃╄′を»

9.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

] 10.00 ‶[¨《. [┿╀¨〈｠

15.30, 19.35 «╃′╄╁′╇╉╇ ╋╇]] ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

17.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!» 

18.00 〈/] «╃¨[¨╂╇ ╇′╃╇╇»

19.00, 23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

20.00 〈/] «〈┿╉┿ぅ ¨╀｠』′┿ぅ ╅╇╆′を»

21.00 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»

21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

22.00 〈/] «¨〈』┿ぅ′′｠╄ ╃¨╋¨》¨╆ぅ╈╉╇»

23.45 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╁┿] ¨╅╇╃┿╄〈 ╂[┿╅╃┿′╉┿ 

′╇╉┿′¨[¨╁┿»

01.25 〈/] «╋¨ぅ ╅╄′┿ ╋╄′ぅ ‶[╇╁¨[¨╅╇╊┿»

02.25 〈/] «]》╁┿〈╉┿»

03.25 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»

04.30 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

5.50 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 «¨》¨〈′╇╉╇ ╆┿ [╄『╄‶〈┿╋╇»

7.00 «′╄‶[╇╃〉╋┿′′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

8.00 〈/] «〈┿〈をぅ′╇′ ╃╄′を»

9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00, 19.35 «╃′╄╁′╇╉╇ ╋╇]] ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂»

11.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

13.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╁┿] ¨╅╇╃┿╄〈 ╂[┿╅╃┿′╉┿ 

′╇╉┿′¨[¨╁┿»

14.45 «『╁╄〈¨』′｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

15.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

17.00 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╁ ぁ╃╄╋»

18.00 〈/] «╃¨[¨╂╇ ╇′╃╇╇»

19.00, 23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

19.20 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

20.00 》/《 «]╁┿╃を╀┿»

22.00 〈/] «¨〈』┿ぅ′′｠╄ ╃¨╋¨》¨╆ぅ╈╉╇»

23.45 》/《 «╋┿╊╄′を╉╇╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»

02.30 〈/] «╋¨ぅ ╅╄′┿ ╋╄′ぅ ‶[╇╁¨[¨╅╇╊┿»

03.30 〈/] «]》╁┿〈╉┿»

04.35 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»

05.30 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

6.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

7.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.30 ]╄[╇┿╊ «[¨╆╋┿[╇ ╇ 〈┿╈╋» 

9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

10.00 «╉〉》′ぅ»

10.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╋┿╊╄′を╉╇╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»

13.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

14.30 «╃╄╉¨[┿〈╇╁′｠╄ ]〈[┿]〈╇»

15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

17.00 «╆╁┱╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を»

18.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

18.30 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00 «╉〉》′ぅ» 

19.30 〈/] «╉¨╊¨╋╀¨»

23.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

00.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]〈┿[｠╈ ╆′┿╉¨╋｠╈»

01.40 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «‶¨╊′¨』′｠╄ ╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ» 

1-ぅ ]╄[╇ぅ

03.35 〈/] «╋¨ぅ ╅╄′┿ ╋╄′ぅ ‶[╇╁¨[¨╅╇╊┿»

04.45 〈/] «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

6.10 «╋〉╆｠╉┿ ′┿ «╃¨╋┿【′╄╋»

6.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

7.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.30 ]╄[╇┿╊ «[¨╆╋┿[╇ ╇ 〈┿╈╋» 

9.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]〈┿[｠╈ ╆′┿╉¨╋｠╈»

11.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

11.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ ‶¨ [¨╋┿′〉 ]╇╃′╇ 【╄╊╃¨′┿ 

«╋╄╊を′╇『｠ ╀¨╂¨╁»

15.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

17.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»

19.00 «╉〉》′ぅ»

19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╈ ]╄[╇┿╊ «╉¨╊¨╋╀¨»

23.10 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

00.00 ╉╇′¨‶¨╁╄]〈を «╀╄╊¨[〉]]╉╇╈ ╁¨╉╆┿╊»

01.55 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «‶¨╊′¨』′｠╄ ╁¨]‶¨╋╇′┿′╇ぅ» 

2-ぅ ]╄[╇ぅ

03.40 〈/] «╋¨ぅ ╅╄′┿ ╋╄′ぅ ‶[╇╁¨[¨╅╇╊┿»

04.40 〈/] «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

6.00 ╃/] «¨》¨〈′╇╉╇ ╇ ╅╄[〈╁｠»
7.00 ╃/《 «╋〉╆｠╉┿ ╁ ]〈[┿′╄ ╂╊〉》╇》»
8.00, 11.00 15.00 ]╄╈』┿]
8.20 》/《 «╆┿╁〈[┿ ╀｠╊┿ ╁¨╈′┿»
10.05 ╃/] «ぁ〈¨ [╄┿╊を′¨?»
11.20 》/《 «]¨╀┿╉┿ ′┿ ]╄′╄»
14.00 ╃/《 «╊を╁╇′｠╄ ]〈[┿]〈╇. ]〉‶╄[-‶[┿╈╃»
15.20 》/《 «‶[╇╆′┿〈を ╁╇′¨╁′｠╋»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]╁╄〈╊┿′｠ ]¨[¨╉╇′¨╈ 

╇ ┿′╃[╄ぅ ╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 〈/] «[╇╋»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.00 ]╄╈』┿]
22.30 》/《 «‶[┿╁¨ ′┿ ╁｠]〈[╄╊»
00.10 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.10 〈/] «[╇╋»
02.15 》/《 «╂[┿《╇′ぅ ╀┿〈¨[╇»
05.00 ╃/] «¨〈╉[¨╈〈╄, ╋╇╊╇『╇ぅ!»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 11.00 ]╄╈』┿]
8.20 》/《 «[┿╀┿ ╊ぃ╀╁╇»
10.10 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
11.20 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
12.10 ╃/] «]┿╋｠╄ ¨‶┿]′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ ╋╇[┿»
13.10 ╃/] «》[¨′╇╉╇ ╃╇╉¨╈ ‶[╇[¨╃｠»
13.40 〈/] «〈┿]] 〉‶¨╊′¨╋¨』╄′ ╆┿ぅ╁╇〈を»
15.00 ]╄╈』┿]
15.20 》/《 «[┿╆¨[╁┿′′｠╈ ╉[〉╂»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]. ]¨[¨╉╇′¨╈ ╇ ┿. 

╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 〈/] «[╇╋»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.30 》/《 «╁¨╊【╄╀′｠╈ ╀[╇╊╊╇┿′〈»
01.25 〈/] «[╇╋»
02.30 》/《 «╂┿′′╇╀┿╊. ╁¨]》¨╅╃╄′╇╄»
04.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 11.00 ]╄╈』┿]
8.20 》/《 «]〈¨ ╃′╄╈ ‶¨]╊╄ ╃╄〈]〈╁┿»
10.10 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
11.20 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
12.10 ╃/] «]┿╋｠╄ ¨‶┿]′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ ╋╇[┿»
13.10 ╃/] «》[¨′╇╉╇ ╃╇╉¨╈ ‶[╇[¨╃｠»
13.35 〈/] «〈┿]] 〉‶¨╊′¨╋¨』╄′ ╆┿ぅ╁╇〈を»
15.00 ]╄╈』┿]
15.20 》/《 «′┿ ╁¨╈′╄, ╉┿╉ ′┿ ╁¨╈′╄»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]. ]¨[¨╉╇′¨╈ ╇ ┿. 

╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 〈/] «[╇╋»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.30 》/《 «╀[┿〈]〈╁¨ ╉┿╋′ぅ»
00.30 〈/] «[╇╋»
01.35 》/《 «‶¨]╊╄╃′╇╈ ╃ぃ╈╋»
03.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 11.00 15.00 ]╄╈』┿]
8.20 》/《 «‶┿[┿╃ ‶╊┿′╄〈»
10.15 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
11.20 ╃/] «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ 

╉〉]〈¨»
12.05 ╃/] «]┿╋｠╄ ¨‶┿]′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ ╋╇[┿»
13.05 ╃/] «》[¨′╇╉╇ ╃╇╉¨╈ ‶[╇[¨╃｠»
13.30 〈/] «]╄╋′┿╃『┿〈を ╋╂′¨╁╄′╇╈ ╁╄]′｠»
15.20 》/《 «╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿ ‶[¨╁┿╊»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]. ]¨[¨╉╇′¨╈ ╇ ┿. 

╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 〈/] «[╇╋»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.30 》/《 «╀╄╊｠╈ ╀╇╆¨′»
00.30 〈/] «[╇╋»
01.30 》/《 «╀[┿〈]〈╁¨ ╉┿╋′ぅ»
03.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00, 11.00 ]╄╈』┿]
8.20 》/《 «〈[╇ ╃′ぅ ╁╇╉〈¨[┿ 』╄[′｠【╄╁┿»
10.20 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
11.20 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
12.05 ╃/] «]┿╋｠╄ ¨‶┿]′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ ╋╇[┿»
13.05 ╃/] «》[¨′╇╉╇ ╃╇╉¨╈ ‶[╇[¨╃｠»
13.30 〈/] «]╄╋′┿╃『┿〈を ╋╂′¨╁╄′╇╈ ╁╄]′｠»
15.00 ]╄╈』┿]
15.20 》/《 «]╋¨〈[╇ ╁ ¨╀┿!»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』 ]. ]¨[¨╉╇′¨╈ ╇ ┿. 

╋┿╉]╇╋¨╁┿
19.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 〈/] «[╇╋»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.00 》/《 «′╄╆┿╉¨′』╄′′｠╈ 〉╅╇′»
00.45 〈/] «[╇╋»
01.50 》/《 «]╄╋を ]┿╋〉[┿╄╁»

6.00 ╃/] «╊〉』【╄╄ ╇╆ ╂¨╊╊╇╁〉╃┿ ╁╋╄]〈╄ ] 〈┿╀¨╋ 

》┿′〈╄[¨╋»

7.00 ╃/《 «]╄╆¨′ ‶¨╅┿[¨╁»

8.00 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

8.25 》/《 «╀[¨′╆¨╁┿ぅ ‶〈╇『┿»

11.55 》/《 «¨╂¨′を ╇ ╊╄╃»

13.35 ‶[¨╂[╄]]

14.05 ╃/] «╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»

15.00 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

16.00 ]╄╈』┿]

16.30 〈/] «╋╇]] ╋┿[‶╊»

18.40 》/《 «‶¨ ╃┿′′｠╋ 〉╂¨╊¨╁′¨╂¨ [¨╆｠]╉┿»

20.10 》/《 «╃¨╋ ╊╄〈┿ぃ】╇》 ╉╇′╅┿╊¨╁»

22.30 》/《 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄»

00.55 》/《 «╀╄╂»

04.40 ╃/《 «]╄╋を 〈┿╈′ 〈[╄〈をぅ╉¨╁]╉¨╈ ╂┿╊╄[╄╇»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.30 》/《 «]┿╃╉¨»

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

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

12.30 》/《 «╃¨╋ ╊╄〈┿ぃ】╇》 ╉╇′╅┿╊¨╁»

14.55 〈/] «ぅ]¨′ ╇ ┿[╂¨′┿╁〈｠»

18.30 ]╄╈』┿]

19.00 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋

19.05 ╃/《 «¨′ ╇ ¨′┿: ╁╄╊╇╉┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ ╃╁¨╇》»

20.05 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋

21.00 》/《 «]〈¨ ]¨╊╃┿〈 ╇ ╃╁╄ ╃╄╁〉【╉╇»

22.55 》/《 «╁╄』′¨╄ ]╇ぅ′╇╄ 』╇]〈¨╂¨ [┿╆〉╋┿»

01.15 》/《 «╊ぃ╀╇╋┿ぅ 〈╄】┿»

03.15 ╃/] «╂¨╊╊╇╁〉╃ ‶[¨〈╇╁ ╋┿《╇╇»

04.30 ╃/《 «‶]╉¨╁]╉╇╈ ′┿╀┿〈. ]′｠ ¨ ‶¨〈╄[ぅ′-

′¨╋ ╂[┿╃╄»

05.20 ╃/《 «‶[┿╁╃┿ ¨╀ ┿╁〈¨[╄ «〈╇》¨╂¨ ╃¨′┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.00 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
9.30 〈/] «]╊╄╃ ¨╀¨[¨〈′ぅ»
10.35 》/《 «〈｠ — ╋′╄, ぅ — 〈╄╀╄»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
14.20, 21.30 «╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇»
15.00 〈/] «]╊╄╃ ¨╀¨[¨〈′ぅ»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 21.00, 00.35 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
20.00, 23.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.05 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
01.05 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿»
01.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╇╆¨╀[┿╅┿ぅ ╅╄[〈╁〉»
03.20 》/《 «‶[╇╋┿′╉╇»
05.00 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.00 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
9.30 〈/] «]╊╄╃ ¨╀¨[¨〈′ぅ»
10.30 》/《 «]╊〉』┿╈ ╁ 〈┿╈╂╄»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
14.20, 21.30 «╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇»
15.00 〈/] «〈┿╈′┿ぅ ]〈[┿╅┿. ′╄╁╇╃╇╋╉╇ ╁ ╂¨[¨╃╄»
16.00 〈/] «╄╁╊┿╋‶╇ぅ [¨╋┿′¨╁┿. ]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╃╄〈 

╃╇╊╄〈┿′〈 3»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 21.00, 00.30 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
20.00, 23.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
01.00 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
02.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
02.55 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»
04.40 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.00 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
9.30, 15.00 〈/] «〈┿╈′┿ぅ ]〈[┿╅┿. ′╄╁╇╃╇╋╉╇ 

╁ ╂¨[¨╃╄»
10.30 》/《 «¨‶┿]′｠╄ ╃[〉╆をぅ»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
14.20, 21.30 «╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

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

╃╇╊╄〈┿′〈 3»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 21.00, 00.30 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
20.00, 23.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
01.00 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
02.00 ╃/《 «』〉╁]〈╁┿ 』╄╊¨╁╄╉┿»
03.00 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»
04.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.00 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
9.30, 15.00 〈/] «〈┿╈′┿ぅ ]〈[┿╅┿. ′╄╁╇╃╇╋╉╇ 

╁ ╂¨[¨╃╄»
10.30 》/《 «╂╊┿╃╇┿〈¨[ ‶¨ ′┿╈╋〉»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
14.20, 21.30 «╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

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

╃╇╊╄〈┿′〈 3»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 21.00, 00.30 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
20.00, 23.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
01.00 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
02.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.00 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»
04.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.00 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
9.30, 15.00 〈/] «〈┿╈′┿ぅ ]〈[┿╅┿. ′╄╁╇╃╇╋╉╇ 

╁ ╂¨[¨╃╄»
10.30 》/《 «‶┿[¨╊を ╆′┿╊╇ ╃╁¨╄»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
14.20, 21.30 «╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

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

╃╇╊╄〈┿′〈 3»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
18.30 «╃╄′を»
19.30, 21.00, 00.30 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
20.00, 23.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ ‶╄〈╄[╀〉[╂»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
01.00 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
02.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
02.55 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»
04.45 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»

6.15 «′╄╇╆╁╄]〈′｠╈ ╉[╄╋╊を»
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30 ╀¨╄╁╇╉ «╂╊┿╃╇┿〈¨[ ‶¨ ′┿╈╋〉»
11.20 〈/] «╄╁╊┿╋‶╇ぅ [¨╋┿′¨╁┿. ]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╃╄〈 

╃╇╊╄〈┿′〈 3»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.00 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╂[〉‶‶┿ «ZETA»
16.30 《┿′〈┿]〈╇╉┿ «‶╊┿′╄〈┿ [┿‶〈¨[┿»
18.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
19.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
20.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨]‶╄》╇ ╀¨╂┿»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «¨』╄′を [〉]]╉¨╄ 〈╁!»
00.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.25 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
00.55 》/《 «‶╊┿′╄〈┿ [┿‶〈¨[┿»
02.55 «′╄╇╆╁╄]〈′｠╈ ╉[╄╋╊を»
04.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
05.00 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.20 》/《 «╁]╄ 〈¨, ¨ 』╄╋ ╋｠ 〈┿╉ ╃¨╊╂¨ ╋╄』-

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

╃╇╊╄〈┿′〈 3»
13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.00, 00.25 〈/] «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╋╇╊╇『╇╇»
14.30 ╀¨╄╁╇╉ «╂[〉‶‶┿ «ZETA»
16.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨]‶╄》╇ ╀¨╂┿»
18.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
19.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
20.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨]‶╄》╇ ╀¨╂┿ 2. ¨‶╄[┿『╇ぅ 

╉¨′╃¨[»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «¨』╄′を [〉]]╉¨╄ 〈╁!»
00.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
00.55 ╀¨╄╁╇╉ «¨]〈[¨╁ [┿‶〈¨[┿»
02.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
04.40 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
05.00 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»

¨
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〈
┿

╇
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｠
╀
┿
╊
╉
┿

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

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

6:05 9:15 16:40 19:15 23:45 3:10 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ 
[｠╀┿╊╉╄

6:20 16:55 ¨[〉╅╇╄ ¨》¨〈｠
6:50 17:25 23:30 ′¨╅
7:05 17:40 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
7:30 18:05 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
8:05 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
8:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
9:00 ╀┿╈╉╇
9:40 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
10:10 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
10:30 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
10:50 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
11:10 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
11:25 ╁╄╊╇╉╇╄ [〉╅をぅ
11:55 ╁╇【′╄╁┿ぅ ╉¨]〈¨』╉┿
12:25 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
13:15 ¨》¨〈┿ ′┿ ╁┿╊を╃【′╄‶┿ ╁ ╀¨]′╇╇
14:15 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
14:45 ╃╇』╄[┿╆╁╄╃╄′╇╄
15:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
15:40 ′┿ ╉[ぃ』╉╄
15:55 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
16:10 ¨ ]¨╀┿╉┿》
18:35 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
19:00 ]′┿]〈╇
19:40 ‶¨ [╄╉┿╋ [¨]]╇╇
20:10 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
20:25 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
20:50 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
21:10 [〉╅を╄
21:25 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
22:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
22:30 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
22:45 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
0:10 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
0:40 ¨]′¨╁′¨╈ ╇′]〈╇′╉〈
0:55 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
1:20 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
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6:00 16:35 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
6:35 18:05 ¨》¨〈┿ ′┿ ╃╇╉¨╂¨ ╉[¨╊╇╉┿
7:30 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
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9:00 ]′┿]〈╇
9:15 13:45 14:15 19:50 23:55 2:00 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ 
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11:25 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
11:55 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
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6:15 ┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ [｠╀┿╊╉┿
6:45 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
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20:15 ¨[〉╅╇╄ ¨》¨〈｠
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21:25 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
22:00 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
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5:35 】〉╉┿. 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈ 〉╊¨╁
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18:05 ╉╊〉╀ [｠╀¨╊¨╁′｠》 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈
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19:55 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
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8:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
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13:35 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
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╁にえょってぬ ゃ しぇょ – ぇ こけょ ょっさっゃぬは-
きう ぉせょすけ おけゃひさ うい けこぇゃてうた はぉかけお! 
╉さぇしけすぇ! ′け はぉかけおう くせあくけ くっ 
すけかぬおけ ゃけゃさっきは しけぉさぇすぬ, くけ う こさう-
ょせきぇすぬ, つすけ し くうきう ょっかぇすぬ. ╆うきけえ 
しつぇしすかうゃにっ けぉかぇょぇすっかう はぉかけつくけゅけ 
しぇょぇ ゃしっゅょぇ こけすつせのす ゅけしすっえ しせたけそ-
させおすぇきう, はぉかけつくにき ょあっきけき う, おけ-
くっつくけ, はくすぇさくにき ょせてうしすにき ゃぇさっ-
くぬっき. ╁ぇき ゃ こけきけとぬ くぇて さっちっこす! 

╃╊ぅ ‶[╇╂¨〈¨╁╊╄′╇ぅ ╁¨╆を╋╇〈╄: 
1 おゅ はぉかけお
1,2 おゅ しぇたぇさぇ 
╃╊ぅ ]╇[¨‶┿:
ゃけょぇ – 2,5 しすぇおぇくぇ
しぇたぇさ – 1,3 おゅ
ぅぉかけつくけっ ゃぇさっくぬっ ゅけすけゃはす きっすけ-

ょけき きくけゅけおさぇすくけえ ゃぇさおう. ‶さう ゃぇさ-
おっ ゃ けょうく こさうひき こかけょに くっ こさけゃぇ-
さうゃぇのすしは, しうさけこ ぉにしすさけ ゅせしすっっす, う 
ゃぇさっくぬっ こけかせつぇっすしは くっしすけえおけっ.

ぅぉかけおう すとぇすっかぬくけ きけのす, けつうとぇ-
のす けす おけあうちに, せょぇかはのす しっさょちっゃう-
くせ. ¨つうとっくくにっ はぉかけおう くぇさっいぇのす 
ょけかぬおぇきう すけかとうくけえ けおけかけ 2 しき, 
ぉかぇくてうさせのす ゃ おうこはとっえ ゃけょっ 3-10 
きうくせす (ゃ いぇゃうしうきけしすう けす こかけすくけしすう 
きはおけすう). ╆ぇすっき ぉにしすさけ けたかぇあょぇのす 
ゃ たけかけょくけえ ゃけょっ う けすょっかはのす さぇいゃぇ-
さうゃてうっしは う くっょけゃぇさっくくにっ ょけかぬおう. 
′っょけゃぇさうゃてうっしは ょけかぬおう うしこけかぬいせ-
のす ゃ ょぇかぬくっえてっき ょかは こさうゅけすけゃかっ-
くうは おうしっかは うかう あっかっ.

』すけぉに くぇさっいぇくくにっ はぉかけおう くっ 
こけすっきくっかう, うた ょけ ぉかぇくてうさけゃぇくうは 
(けぉさぇぉけすおう おうこはすおけき) う こけしかっ くっゅけ 
こけきっとぇのす ゃ こけょしけかっくくせの うかう こけょ-
おうしかっくくせの ゃけょせ (1 つ. かけあおぇ しけかう 
うかう 3 ゅ かうきけくくけえ おうしかけすに くぇ 1 か 
ゃけょに), くけ くっ ぉけかっっ つっき くぇ 1 つぇし.

]うさけこ ゅけすけゃはす くぇ ゃけょっ, けしすぇゃ-
てっえしは こけしかっ ぉかぇくてうさけゃぇくうは (700 
ゅ しぇたぇさぇ さぇしすゃけさはのす ゃ 1,5 しすぇおぇくぇ 
ゃけょに). ぅぉかけおう いぇかうゃぇのす おうこはとうき 
しうさけこけき う ゃにょっさあうゃぇのす 3-4 つぇしぇ, 
こけしかっ つっゅけ しすぇゃはす くぇ しかぇぉにえ けゅけくぬ 
う, こけきってうゃぇは, ょけゃけょはす ょけ おうこっくうは. 
╉うこはすはす 5-7 きうく. う けすしすぇゃかはのす くぇ 
6-8 つぇしけゃ. ╄とひ さぇい ょけゃけょはす ょけ おう-
こっくうは, ょけぉぇゃかはのす けしすぇゃてうえしは しぇ-
たぇさ ゃ ゃうょっ しうさけこぇ (600 ゅ しぇたぇさぇ くぇ 
1 しすぇおぇく ゃけょに) う ゃくけゃぬ けたかぇあょぇのす. 
╁ぇさおせ こけゃすけさはのす っとひ 1-2 さぇいぇ. 

』〉╃╄]┿ ╁ ]┿╃〉
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╁ おけくちっ かっすぇ 2008 ゅけょぇ «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけ-
つうえ» けこせぉかうおけゃぇか そけすけゅさぇそうの, いぇこっつぇすかっゃ-
てせの こけゃすけさくけっ ちゃっすっくうっ さはぉうくに. 〉ょうゃうすっかぬくけ 
ぉにかけ ゃうょっすぬ くぇ けょくうた う すった あっ ゃっすおぇた おさぇし-
くっのとうっ ゅさけいょぬは う ぉっかにっ ゃっくつうおう  さはぉうくけゃけゅけ 
ちゃっすぇ. ¨しっくぬの こさけてかけゅけ ゅけょぇ さはょけき し  さはぉう-
くけえ は こけしぇょうか しぇあっくっち うさゅう.  ╁っしくけえ けく ゃにすは-
くせかしは, くけ くっ さぇいゃっすゃうかしは, しおさけきくけ さぇしちゃひか, う, 
くぇゃっさくけっ, ゃこっさゃにっ くぇ っゅけ しすっぉかはた お うのかの しすぇ-
かう けおさせゅかはすぬしは う くぇかうゃぇすぬしは しこっかけしすぬの はゅけょに. 
╇ ゃょさせゅ こかけょけくけしはとうっ しすっぉかう くぇつぇかう こけおさに-
ゃぇすぬしは くけゃにき, ゃすけさにき いぇ ょゃぇ きっしはちぇ ちゃっすけき.

– ぁすけ すぇおぇは せ すっぉは くぇ せつぇしすおっ いっきかは, しこけしけぉ-
くぇは ょぇゃぇすぬ ょゃぇ せさけあぇは, – うさけくうつくけ こさけおけききっく-
すうさけゃぇか きけの うくそけさきぇちうの ゃ すっかっそけくくけき さぇい-
ゅけゃけさっ  いくぇおけきにえ しぇょけゃけょ うい ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ.

– ╋けゅせ こさけょぇすぬ っひ すっぉっ いぇ ょゃけえくせの ちっくせ, – 
さぇいゃうか は かけゅうつくけ ょうぇかけゅ う, し せつひすけき ぇおすせぇかぬくけ-
ゅけ こけかうすうつっしおけゅけ きけきっくすぇ, ょけぉぇゃうか, – せ  ゃしった 
ぉっさっいけゃつぇく, せゃっさっく, っしすぬ てぇくし けぉさっしすう ゃすけさけっ 
ちゃっすっくうっ, ゃすけさせの きけかけょけしすぬ くぇ しゃけっえ ぉかぇゅけ-
ょぇすくけえ いけかけすけくけしくけえ いっきかっ,  おけすけさせの (くっ いさは 
あっ!) こにすぇのすしは こさうしけっょうくうすぬ お ╄おぇすっさうくぉせさゅせ. 

– ′せ, すに ょぇひ-ひ-ひ-てぬ! –  こけしかにてぇかけしぬ ゃ すさせぉ-
おっ, う さぇいゅけゃけさ こさっさゃぇかしは… 

‶╊¨╃｠ ╇ 『╁╄〈 
′┿ ¨╃′╇》 ╁╄〈╉┿》
╇ゃぇく ╋┿╊┿》╄╄╁, そけすけ ぇゃすけさぇ

╄しすぬ くっしおけかぬおけ こさうひきけゃ せしおけさっ-
くうは しけいさっゃぇくうは おけきこけしすぇ. 

‶っさっきってうゃぇくうっ う ゃけさけてっ-
くうっ おせつう: つすけぉに せしおけさうすぬ こさけちっしし 
しけいさっゃぇくうは, おけきこけしす くせあくけ さっゅせ-
かはさくけ ゃけさけてうすぬ. ‶けしおけかぬおせ ゃくせすさう 
すっきこっさぇすせさぇ きけあっす ょけしすうゅぇすぬ 60け 
], すけ こさけちっしし すかっくうは こさけうしたけょうす 
いくぇつうすっかぬくけ ぉにしすさっっ こさう たけさけてっき 
ょけしすせこっ おうしかけさけょぇ, しこけしけぉしすゃせは ぉに-
しすさけきせ さぇいゃうすうの ぉぇおすっさうえ う きうおさけ-
けさゅぇくういきけゃ. 

╃けぉぇゃおぇ ぇいけすくにた ぇおすうゃぇすけ-
さけゃ: けすかうつくにき ぇおすうゃぇすけさけき こさう 
おけきこけしすうさけゃぇくうう はゃかはっすしは くぇゃけい-
くぇは あうあぇ. ╄ひ ょけぉぇゃかっくうっ お おけき-
こけしすくけえ きぇししっ こけきけあっす せしおけさうすぬ 
しけいさっゃぇくうっ. 

╇いきっかぬつっくうっ きぇすっさうぇかぇ: きっか-
おけ くぇさっいぇくくにっ, ういきっかぬつひくくにっ さぇし-
すうすっかぬくにっ けしすぇすおう こっさっこさっゃぇのす ぉに-
しすさっっ, つっき おさせこくにっ. ╄しかう せ ゃぇし っしすぬ 
ゅぇいけくけおけしうかおぇ, きけあくけ こけっいょうすぬ っの 
しゃっさたせ こけ かうしすゃっ う きっかおうき ゃっすけつおぇき 
ょかは うた さぇいきっかぬつっくうは  こっさっょ いぇおかぇょ-
おけえ  ゃ おけきこけしすくせの おせつせ.  

╁っしくけえ う かっすけき しけいさっゃぇくうっ 
おけきこけしすぇ こさけすっおぇっす ぉにしすさっっ, つっき 
けしっくぬの う いうきけえ. ╉けきこけしす, こさう いぇ-
おかぇょおっ ゃ すっこかせの こけゅけょせ, ゅけょっく お 
うしこけかぬいけゃぇくうの せあっ つっさっい こけかゅけょぇ. 
]くぇつぇかぇ けぉさぇいせっすしは ゅさせぉぇは きせかぬ-
つぇ う ぉにしすさにえ おけきこけしす, ゃ おけすけ-
さけき っとひ きけあくけ せいくぇすぬ しすさせおすせさせ 
うしたけょくにた きぇすっさうぇかけゃ. ╂けすけゃにえ 
おけきこけしす こさっょしすぇゃかはっす しけぉけえ おけ-
さうつくっゃせの さぇししにこつぇすせの きぇししせ し 
いぇこぇたけき しゃっあっえ いっきかう, ゃ おけすけさけえ 
ゃしっ さぇしすうすっかぬくにっ けしすぇすおう こけすっさは-
かう しゃけの こっさゃけくぇつぇかぬくせの しすさせおすせ-
させ う かっゅおけ こっさっすうさぇのすしは させおぇきう. 
》けさけてうえ おけきこけしす ょけかあっく ぉにすぬ 
くっ しかうておけき しせたうき う くっ しかうておけき 
ゃかぇあくにき: ゃかぇあくけしすぬ ょけかあくぇ 
ぉにすぬ こさうきっさくけ すぇおぇは, おぇお せ けすあぇ-
すけえ ゅせぉおう. ′ぇ こさぇおすうおっ つぇしすう おけき-
こけしすくけえ おせつう きけゅせす けすかうつぇすぬしは 
こけ しすっこっくう さぇいかけあっくうは. ╁ すぇおうた 
しかせつぇはた ょかは おせかぬすうゃぇちうう こけつゃに 
うしこけかぬいせのす すけかぬおけ たけさけてけ こっさっ-
ゅくうゃてっっ せょけぉさっくうっ. 

╆╇╋¨╁╉┿

╊せお う つっしくけお, おぇお しつうすぇっすしは, くっ 
すさっぉせのす けしけぉけえ いぇぉけすに. ╉かぇししうつっ-
しおうえ しこけしけぉ – しこかっしすう うた ゃ おけしに う 
こけゃっしうすぬ くぇ しすっくせ ゃ せおさけきくけき すひき-
くけき しせたけき せゅかせ, ゅょっ すっきこっさぇすせさぇ 
ぉけかっっ うかう きっくっっ しすぇぉうかぬくぇ. ╉ぇお くう 
しすさぇくくけ, ねすけ きけあっす ぉにすぬ ょぇあっ いぇ-
おせすけお さはょけき し けすけこうすっかぬくけえ ぉぇすぇ-
さっっえ. ╊せお たさぇくうすしは いょっしぬ きっしはちぇきう 
ぉぇい せとっさぉぇ ょかは おぇつっしすゃぇ. ‶けゃにてっく-
くぇは しせたけしすぬ ゃぉかういう ぉぇすぇさっう きってぇっす 
かせおけゃうちぇき こさけさぇしすぇすぬ. 』っしくけお あっ 
すぇおけゅけ けぉさぇとっくうは くっ かのぉうす: きけあっす 
こさっあょっゃさっきっくくけ せしけたくせすぬ. 

╇くけゅょぇ ゃ かせおっ いぇゃけょうすしは ゅくうかぬ. 
』すけぉに ねすけゅけ ういぉっあぇすぬ, こっさっょ たさぇくっ-
くうっき かうぉけ けぉさっいぇのす せ かせおけゃうち ょけく-
ちぇ, かうぉけ こけょこぇかうゃぇのす うた くぇょ しゃっ-
つけえ うかう ゅぇいけゃけえ ゅけさっかおけえ. ┿ つすけぉに 
こさっょけすゃさぇすうすぬ こさけさぇしすぇくうっ, こけょこぇ-
かうゃぇのす かせおけゃうちに う し ょさせゅけえ しすけさけ-
くに. 〈け あっ ょっかぇのす う し つっしくけおけき.

╇くけゅょぇ つっしくけお ょっさあぇす ゃ たけかとけ-
ゃにた きってけつおぇた こっさっしにこぇくくにき ゃしひ 
すけえ あっ ぉぇおすっさうちうょくけえ かせおけゃけえ てっ-
かせたけえ. ╁ こさけたかぇょくけき, しせたけき きっしすっ, 
こさう こけしすけはくくけき すっきこっさぇすせさくけき さっ-

あうきっ つっしくけお しけたさぇくはっすしは ょけ ゃっしくに.
╇ ゃしひ あっ つっしくけお おぇこさういくっっ, つっき 

かせお. ‶けねすけきせ こさうたけょうすしは たさぇくうすぬ 
っゅけ し せたうとさっくうはきう. ′ぇこさうきっさ,  
こっさっょ いぇおかぇょおけえ くぇ たさぇくっくうっ おぇあ-
ょせの ゅけかけゃおせ けぉきぇおうゃぇのす ゃ さぇし-
こかぇゃかっくくにえ こぇさぇそうく, つすけぉに けぉさぇ-
いけゃぇかぇしぬ しこかけてくぇは けぉけかけつおぇ. ¨くぇ 
ぉせょっす こさっこはすしすゃけゃぇすぬ せしにたぇくうの 
つっしくけつくにた いせぉつうおけゃ.

╄とひ けょうく くっけぉにつくにえ しこけしけぉ 
たさぇくっくうは つっしくけおぇ: けつうとっくくにっ 
いせぉつうおう こけかけあうすぬ ゃ こけょしけかくっつ-
くけっ きぇしかけ. ¨す ねすけゅけ きぇしかせ たせあっ 
くっ ぉせょっす – くぇけぉけさけす, けくけ こさうけぉ-
さっすひす ぇここっすうすくにえ こさうゃおせし. ╋けあくけ 
しかけあうすぬ ゅけかけゃおう つっしくけおぇ (くぇ ねすけす 
さぇい くっけつうとっくくにっ) ゃ しすっおかはくくせの 
ぉぇくおせ う こっさっしにこぇすぬ しせたけえ きせおけえ, 
くぇしにこぇゃ しゃっさたせ しかけえ くっ きっくっっ 2 
しぇくすうきっすさけゃ.

╄しかう ゃに くっ せぉっさっゅかう かせおけゃうちに 
う けくう こけょきひさいかう, こけかけあうすっ うた くぇ 
2-3 つぇしぇ ゃ こさけたかぇょくせの ゃけょせ, う けくう 
ゃけししすぇくけゃはす しゃけえ ゃうょ う ゃおせし. ′け 
ょかは ょかうすっかぬくけゅけ たさぇくっくうは すぇおけえ 
かせお せあっ くっ ゅけょうすしは.

』〈¨╀ ′╄ ‶╊┿╉┿〈を ╇╆-╆┿ ╊〉╉┿

╆┿╉╊┿╃｠╁┿╄╋ ╇ 〉]╉¨[ぅ╄╋]ぅ
╁ こさけてかけき ゅけょせ は いぇかけあうか おけきこけしすくせの おせつせ, くけ お かっすせ けくぇ くっ しけいさっかぇ. 

]っえつぇし くぇしすぇかけ ゃさっきは ょっかぇすぬ くけゃせの, う たけすっかけしぬ ぉに せいくぇすぬ, おぇお きけあくけ 
せしおけさうすぬ っひ しけいさっゃぇくうっ. 〉ょけぉさっくうっ ょかは さぇしすっくうえ くせあくけ せあっ ゃっしくけえ. 

╋うたぇうか ‶っすさけゃうつ, しぇょけゃけょ-かのぉうすっかぬ. 

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ ┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

ぁ》, ぅ╀╊¨』╉╇! 

╄しかう 1 ぇゃゅせしすぇ うょひす ょけあょぬ, ゃしは けしっくぬ ぉせょっす ょけあょかうゃぇは.
╄しかう 16 ぇゃゅせしすぇ ぉにか ゃうたさぬ – あょう しくっあくせの いうきせ.
╄しかう ゃ くぇつぇかっ ぇゃゅせしすぇ くぇ ょっさっゃぬはた こけはゃうかうしぬ あひかすにっ 
かうしすぬは, すけ ぉせょっす さぇくくはは けしっくぬ.
╄しかう きくけゅけ けさったけゃ, くけ きぇかけ ゅさうぉけゃ, すけ ぉせょっす たけかけょ-
くぇは う しくっあくぇは いうきぇ.

¨ぉうかぬくけっ こかけょけくけてっくうっ おさぇしくけえ さはぉうくに – お たけかけょ-
くけえ いうきっ. ¨ぉうかうっ かっしくにた はゅけょ すけあっ こさっょゃっとぇっす たけ-
かけょくせの いうきせ.
╄しかう きせさぇゃぬう しすさけはす ゃにしけおうっ きせさぇゃっえくうおう – お たけかけょ-
くけえ いうきっ.
╄しかう くぇ ょせぉぇた きくけゅけ あっかせょっえ, すけ ぉせょっす すひこかぇは いうきぇ.

ÏÐÈÌÅÒÛ

]っゅけょくは けしけぉっくくけ 
ねそそっおすうゃくに こさけ-
ゃっさっくくにっ しすうきせ-
かはすけさに さけしすぇ.

′けゃけかせくうっ. 
╁さっきは いぇしかせあっく-
くけゅけ けすょにたぇ.

╁ぇさうき ょあっきに う 
ゃぇさっくぬっ: しっゅけょくは 
けくう こけかせつぇすしは けしけ-
ぉっくくけ ゃおせしくにきう. 

‶けかくけかせくうっ. 
′うおぇおうた しぇょけゃけ-
けゅけさけょくにた さぇぉけす. 

╁くけゃぬ さぇぉけすぇっき 
ゃ しぇょせ: ぉっかうき 
しすゃけかに こかけょけゃにた 
ょっさっゃぬっゃ.  

‶けさぇ いぇきけさぇあうゃぇすぬ 
けゃけとう う そさせおすに くぇ 
いうきせ.

‶さけしせてうゃぇっき 
かせおけゃうちに う こせつおう 
こさはくにた すさぇゃ.

[ぇぉけすぇっき ゃ しぇょせ: 
こっさっしぇあうゃぇっき 
こうけくに, ゃにしぇあうゃぇっき 
かせおけゃうちに くぇさちうししけゃ. 

‶けょおぇさきかうゃぇっき 
いっきかはくうおせ おけき-
こかっおしくにきう 
せょけぉさっくうはきう.

‶さっょけすゃさぇとぇっき こけ-
あっかすっくうっ けゃけとくにた 
さぇしすっくうえ: ょぇひき ゃくっ-
おけさくっゃせの こけょおけさきおせ. 

‶っさっしぇあうゃぇっき 
こかけょけゃにっ ょっさっゃぬは 
う おせしすぇさくうおう. 

〉ょぇつくにえ ょっくぬ ょかは 
ょっかっくうは, こけしぇょおう 
う こっさっしぇあうゃぇくうは 
ちゃっすけゃ.

‶けかうゃぇっき おぇこせしすせ 
さぇしすゃけさけき おぇかぬちうっ-
ゃけえ しっかうすさに うかう うい-
ゃっしすおけゃにき きけかけつおけき. 

〉ょぇつくにえ ょっくぬ ょかは 
しぉけさぇ せさけあぇは. 
‶けかうゃおぇ. 

╁にしっゃぇっき ゃ いぇおさに-
すけき ゅさせくすっ こさはくにっ 
すさぇゃに ょかは けしっくう.

‶けょおぇさきかうゃぇっき 
ちゃっすせとうっ そかけおしに, 
ゅかぇょうけかせしに, ゅっけさ-
ゅうくに う ぇしすさに.

‶けしかっ しぉけさぇ はゅけょ う 
けゃけとっえ いぇくうきぇっきしは 
おけくしっさゃうさけゃぇくうっき, いぇ-
きけさぇあうゃぇくうっき う しせておけえ.

╁さっきは ょかは さぇくくっえ 
ゅかせぉけおけえ こけしぇょおう 
こけょ いうきせ つっしくけおぇ. 

╄とひ さぇい けこさにしおうゃぇ-
っき すけきぇすに えけょくにき 
さぇしすゃけさけき ( けす そう-
すけそすけさに う ゅくうかう).

╂けすけゃうき すぇさせ ょかは 
せさけあぇは はぉかけお う 
ゅさせて. 

〉すさけき いぇくうきぇっきしは 
こけかうゃおけえ. ‶けしかっ 
けぉっょぇ – こさけこけか-
おけえ う こけおけしぇきう. 

¨すかうつくにえ ょっくぬ 
ょかは ゃうくけょっかうは う 
しぉけさぇ かっおぇさしすゃっく-
くにた すさぇゃ. 

]けぉうさぇっき かっおぇさ-
しすゃっくくにっ すさぇゃに う 
しっきっくぇ ちゃっすけゃ. 

〉ぉうさぇっき おけさくっ-
ゃせの こけさけしかぬ せ 
ゃうてっく, しかうゃ, けぉ-
かっこうたう う しうさっくう.  

]けぉうさぇっき けさゅぇくうおせ 
ょかは すっこかうち くぇ しかっ-
ょせのとうえ しっいけく.

¨こさにしおうゃぇっき すけきぇ-
すに えけょくにき さぇしすゃけ-
さけき (けす そうすけそすけさに 
う ゅくうかう).

╉けくしっさゃうさせっき う 
こっさっさぇぉぇすにゃぇっき 
はゅけょに.

‶けしかっ しぉけさぇ せさけあぇは 
しきけさけょうくに う おさにあけゃ-
くうおぇ こけょおぇさきかうゃぇっき 
はゅけょくにっ おせしすぇさくうおう.

╀かぇゅけこさうはすくにえ 
ょっくぬ ょかは ゃっゅっすぇすうゃ-
くけゅけ さぇいきくけあっくうは, 
こけしぇょおう ちゃっすけゃ.

〉ぉうさぇっき う しせてうき 
けいうきにえ つっしくけお.
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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
[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

┽┩┥┩┱╀. ┲┶┵┩┦.
┵┮┤┯┤. 

┻┩┴┱┲┫┩┰. 
┶┲┴┸
′ 《》〉を╉╉

8-902-870-78-83

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠
〈.: 8-950-54-04-651,

 8-904-38-38-387,
8-908-912-21-04

[╄╉╊┿╋┿

ÁËÎÊÈ: 
ïîëèñòèðîë, 

áåòîí 
ñ äîñòàâêîé. 

8-905-85-99-759

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

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

┨〉『』╄╆‶╄
┶╉[. 8-953-38-10-557 [╄

╉╊
┿╋

┿

《うさきぇ «]ぇょ-しっさゃうし» ゃにこけか-
くうす さっきけくすくけ-しすさけうすっかぬくにっ 
さぇぉけすに かのぉけえ しかけあくけしすう, 
ゅうぉおうっ ちっくに, ゅぇさぇくすうは おぇつっしすゃぇ.

〈っか. 8-912-67-145-11.

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ′┿  [┿╀¨〈〉: 
 〈けおぇさぬ-おぇさせしっかぬとうお
 〈けおぇさぬ

¨こかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう. ‶けかくにえ しけちうぇかぬくにえ こぇおっす.

 

¨¨¨ «╀っさっいけゃしおうえ いぇゃけょ 
きぇてうくけしすさけうすっかぬくにた おけくしすさせおちうえ «╀╄[╋┿【» 

〈っかっそけく: (34369) 3-49-36, 3-41-66
]けすけゃにえ: 8-919-366-95-46

╋っしすけ くぇたけあょっくうは: こけし. ╋けくっすくにえ [
╄╉

╊
┿

╋
┿

ÎÊÍÀ
4900 – ぉっい きけくすぇあぇ
8700 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 3500 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 5500 – «こけょ おかのつ»

╉さっょうす. [ぇししさけつおぇ ぉっい %.
╀ういくっし-ちっくすさ, せか. ]すさけうすっかっえ, 4, 3 ねす.

〈っか.: 219-43-83, 8-904-16-15-763
[╄╉╊┿╋┿

1300

1
4
0
0

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÁÅÒÎÍ. ÐÀÑÒÂÎÐ. ÙÅÁÅÍÜ. ÎÒÑÅÂ.
ÈÇÂÅÑÒÊÎÂÛÉ ÐÀÑÒÂÎÐ.

ÆÁÈ èçäåëèÿ
どñ¿. 8-902-87-61-796

でぎざぱ-がゑぎづご
Üö 6000 ëÜß.,

ゎんづんぐぞぼぎ ゑだづだどん,
だゎづんがとご, づぎぷぎどとご,

ぢんづぞごとご
+ ばïöíÖÜç¡í.
ば¿. とë. ゎñëÜñç, 7.
どñ¿. 8-922-164-33-29

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゑäïÜ 5 Ü

ば¢½. 8-912-627-46-17 [╄
╉╊

┿╋
┿

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, ┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤,
┰┴┤┰┲┴┱┤╃ ┮┴┲┼┮┤, ┶┲┴┸,

 ┱┤┦┲┫, ┻┩┴┱┲┫┩┰, ┲┳┬┯
┨┲┵┶┤┦┮┤

┶╉[. 8-904-38-78-067

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

ぃさうょうつっしおうっ おけくしせかぬ-
すぇちうう, けそけさきかっくうっ いっき. 
せつぇしすおけゃ, しけこさけゃけあょっくうっ 
しょっかけお し くっょゃうあうきけしすぬの. 

〈っか. 8-922-12-57-166. [
╄╉

╊
┿

╋
┿

ÃÓÏ ÑÎ «Ìîíåòíûé 
ùåáåíî÷íûé çàâîä» 
ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÑÈÑÒÅÌÍÛÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐ 

4-87-20 (ÎÒÄÅË ÊÀÄÐÎÂ)

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁¨
╉けすすっょあう, ょけきぇ, ぉぇくう. 

╉さけゃかは, かっしすくうちに. 
¨すょっかおぇ おゃぇさすうさ, 

けそうしけゃ, きぇゅぇいうくけゃ. 
]ぇくすったくうおぇ, ねかっおすさうおぇ.

8-904-548-66-46, 
8-904-383-10-56

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

¨¨¨ «』っさきっすうくゃっしす-〈»
╆ぇおせこぇっす かけき つっさくにた きっすぇかかけゃ 

こけ ゃにしけおうき ちっくぇき. 

¨こかぇすぇ くっきっょかっくくけ. しぇきけゃにゃけい, 
ょっきけくすぇあ, こけさっいおぇ

┿ょさっし こかけとぇょおう:
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ╉かのつっゃしお,

こっさ. ╀けかぬくうつくにえ, 22,
すっか. 8 (34369) 36-001, 36-161, 36-101

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ «]╋┿╉»
こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ

こさけょぇゃちけゃ う せぉけさとうち
〈っか.4-86-93 [╄╉╊┿╋┿

ÎÎÎ «Íàøè îêíà»
Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì 

ïðîèçâîäñòâà 
íà êîíêóðñíîé îñíîâå 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÑÁÎÐÙÈÊÈ ÎÊÎÍ ÏÂÕ
(âîçìîæíî îáó÷åíèå)
Òåë. (343) 344-00-01

Email: okna 2222@mail.ru

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

ÎÎÎ «Íàøè îêíà»
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ-
ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ

Çàðïëàòà 
äîñòîéíàÿ.

Òåë. (343) 344-00-01

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

】╄╀╄′を, ¨〈]╄╁, 
〈¨[《, ′┿╁¨╆, 

‶╄]¨╉ けす 1 おせぉ. き.
〈. 8-912-26-91-250

[╄╉╊┿╋┿

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 1450 ë., 730 ë.
╋〉╉┿, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç, ç/ï - 850 ë.; 430 ë.
¨╉¨[¨』╉┿, 15 ¡Ç - 1400 ë.; 
]¨╊を - 400 ë.

╃けしすぇゃおぇ ぉっしこかぇすくけ.
〈.  8-912-20-48-356, 

4-47-29 [╄╉╊┿╋┿

¨╀‒ぅ╁╊╄′╇╄
¨┿¨ «ぃあせさぇかいけかけすけ 

╂させここぇ ╉けきこぇくうえ»
ゅけさけょ ‶かぇしす, 』っかはぉうくしおけえ けぉかぇしすう ゃ しゃはいう し さぇしてうさっくうっき こさけういゃけょしすゃぇ 

くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ すさっぉせのすしは:
‶けょいっきくにっ きぇしすっさぇ-ゃいさにゃくうおう – けす 20 す.さ.
‶けょいっきくにっ こさけたけょつうおう – けす 20 す.さ. ょけ 50 す.さ.
‶けょいっきくにっ かのおけゃにっ けすおぇすつうおう – けす 18 す.さ.
‶けょいっきくにっ ねかっおすさけしゃぇさとうおう – けす 14 す.さ.
‶けょいっきくにっ おさっこうかぬとうおう – けす 18 す.さ.
‶けょいっきくにっ ゅけさくけさぇぉけつうっ – けす 13 す.さ.
╁けょうすっかう ぇゃすけきけぉうかは ╀╄╊A3 – けす 30 す.さ.
╁けょうすっかう し おぇすっゅけさうっえ ] – けす 20 す.さ.
╋ぇてうくうしす ぇゃすけおさぇくぇ – けす 20 す.さ.
]かっしぇさぬ こけ さっきけくすせ けぉけさせょけゃぇくうは (きけすけさうしす) – けす 25 す.さ.
]かっしぇさう-さっきけくすくうおう – oす 17 す.さ.
╋ぇてうくうしすに ぉせかぬょけいっさぇ – けす 25 す.さ.
╋ぇてうくうしすに こけゅさせいつうおぇ – けす 20 す.さ.
╋ぇてうくうしすに ねおしおぇゃぇすけさぇ ぁ¨ – けす 20 す.さ.
╋ぇてうくうしすに ねおしおぇゃぇすけさぇ ぁ╉╂-5 – けす30 す.さ.
╋ぇてうくうしす おさぇくぇ [╃╉ (おさぇく 27 すく) – けす 17 す.さ.
╋ぇてうくうしすに おけくゃっえっさぇ – けす 17 す.さ.
╃さけぉうかぬとうおう – けす 17 す.さ.
┿ここぇさぇすつうおう けぉけゅぇとっくうは いけかけすけしけょっさあぇとうた させょ – けす 17 す.さ.
╋ぇてうくうしすに ぉせさけゃけえ せしすぇくけゃおう – けす 20 す.さ.

[ぇぉけすぇ ゃぇたすけゃにき きっすけょけき. ¨こかぇすぇ しょっかぬくけ-こさっきうぇかぬくぇは. 
╇くけゅけさけょくうき こさっょけしすぇゃかはっすしは けぉとっあうすうっ (ぉっしこかぇすくけ), 

こけかくにえ しけち. こぇおっす.

╋ぇしすっさ-すったくけかけゅ くぇ せつぇしすけお おせつくけゅけ ゃにとっかぇつうゃぇくうは – ょけゅけ-
ゃけさくぇは, こけ おけくすさぇおすせ 
╋ったぇくうお ょさけぉうかぬくけゅけ けぉけさせょけゃぇくうは – ょけゅけゃけさくぇは, こけ おけくすさぇおすせ
╆ぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃくけゅけ きったぇくうおぇ てぇたすに – ょけゅけゃけさくぇは, こけ おけくすさぇおすせ
〉つぇしすおけゃにえ ゅっけかけゅ てぇたすに – ょけゅけゃけさくぇは, こけ おけくすさぇおすせ
╂かぇゃくにえ ゅっけかけゅ てぇたすに – ょけゅけゃけさくぇは, こけ おけくすさぇおすせ
‶けょいっきくにっ ゅけさくにっ きぇしすっさぇ – けす 20 す.さ./30 す.さ.

¨ぉさぇいけゃぇくうっ – ゃにしてっっ, けこにす さぇぉけすに くっ きっくっっ 3-た かっす. 
╇くけゅけさけょくうき こさっょけしすぇゃかはっすしは けぉとっあうすうっ

[っいのきっ くぇこさぇゃかはすぬ こけ ねかっおすさけくくけきせ ぇょさっしせ: 
¨┿¨_UGC@mail.ru 

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ‶かぇしす, 』っかはぉうくしおぇは けぉかぇしすぬ, 
てぇたすぇ «『っくすさぇかぬくぇは», す/そ 8 (351) 602-22-58,

2-10-39 (けすょっか おぇょさけゃ) [
╄╉

╊
┿

╋
┿

だだだ «づÜïï¡óú ê¿ñß»
すさっぉせのすしは 

]╉〈╉╈╊╉》ぇ 《〉 》╄╅〉』╉ 『 ‶[′╉〈』╄]′,
╆〉╈′』╉[ぉ 『 [′を〈ぇ] ╄/] (╇╄╋╉[ぉ-』╉》]〉╅【╈‶╄),

《》〉╈╄╆｠ぇ, 》╄╅〉』〈′‶′ ╆ ‶〉〈╈′』╉》『‶′¨ ｠╉‒
どñ¿.: 8 (343) 269-23-03, (34369) 3-09-75

[╄╉╊┿╋┿

╇╆╁╄】╄′╇╄ ¨ ‶[¨╁╄╃╄′╇╇ ]¨╀[┿′╇ぅ ‶¨ ]¨╂╊┿]¨╁┿′╇ぃ 
╋╄]〈¨‶¨╊¨╅╄′╇ぅ ╂[┿′╇『｠ ╆╄╋╄╊を′¨╂¨ 〉』┿]〈╉┿

¨¨¨ «¨┿╆╇]» (ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9) ういゃっとぇっす け ゃにこけかくっくうう おぇょぇしすさけゃにた 
さぇぉけす こけ せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ 
ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, ]′〈 «╉けかかっおすうゃくにえ しぇょ わ82», せつぇしすけお わ6.

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ╁けかおけゃ ┿.╁.
]けぉさぇくうっ こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 30 ぇゃゅせしすぇ 2010 ゅけょぇ 

ゃ 10.00 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109.
′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ 

ゅさぇくうちに: こさぇゃけけぉかぇょぇすっかう しきっあくにた いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき, ]′〈 «╉けか-
かっおすうゃくにえ しぇょ わ82, せつ. 5, こさっょしっょぇすっかぬ しぇょぇ.

] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは ゃ ¨¨¨ «¨ぇいうし» 
(ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109). 

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは こけ こさけゃっょっくうの しけゅかぇしけゃぇくうは きっ-
しすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 16 こけ 30 ぇゃゅせしすぇ 
2010 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109. 

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà èíôîðìèðóåò îá èòîãàõ òîðãîâ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî íåæèëîãî ôîíäà, ñîñòîÿâøèõñÿ 20 èþëÿ 2010 ãîäà.

Ëîò ¹2. Íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà îò Ðåçíèê Ã.Ê. Òîðãè ïî äàííîìó ëîòó ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. 

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì, ïîäàâøèì çàÿâêó, Ðåçíèê Ã.Ê. 

Ëîò ¹3. Íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà îò Íîðîâîé Ò.Þ.Òîðãè ïî äàííîìó ëîòó ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. 

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì, ïîäàâøèì çàÿâêó, Íîðîâîé Ò.Þ.

Ëîò ¹4. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «Àâåðñ ÌÑ», öåíà ìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû 53673 ðóá. 63 êîï. âêëþ÷àÿ ÍÄÑ.

Ëîò ¹5. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÒÄ ÊÀÌèÑ», öåíà ìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû 68782ðóá. 80 êîï. âêëþ÷àÿ ÍÄÑ.

Ëîò ¹8. Íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà îò Òèõîìèðîâîé Ò.Ñ. Òîðãè ïî äàííîìó ëîòó ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. 

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñóáàðåíäû ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì, ïîäàâøèì çàÿâêó, Òèõîìèðîâîé Ò.Ñ.

Ëîò ¹9. Íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà îò Êîëîìûö À.À. Òîðãè ïî äàííîìó ëîòó ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. 

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñóáàðåíäû ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì, ïîäàâøèì çàÿâêó, Êîëîìûö À.À.

Ëîò ¹10. Íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà îò Ãîðäååâà Ð.Â. Òîðãè ïî äàííîìó ëîòó ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. 

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñóáàðåíäû ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì, ïîäàâøèì çàÿâêó, Ãîðäååâûì Ð.Â.

Ëîò ¹11. Íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîñòóïèëà îäíà çàÿâêà îò Ãîðäååâà Ð.Â. Òîðãè ïî äàííîìó ëîòó ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ. 

Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñóáàðåíäû ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåíòîì, ïîäàâøèì çàÿâêó, Ãîðäååâûì Ð.Â.

Ïî ëîòàì ¹¹1,6,7 ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÈÏ Ñà÷åâ Ì.Â. (620014, ã.Åêàòåðèíáóðã, à/ÿ 266, (343)376-39-15, sachev@mail.ru), â ñîîòâåòñòâèè 

ñ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Áåðåçîâñêîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ îò 24.07.2009ã., 

26.07.2010ã. îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

ËÎÒ ¹1: Çäàíèå ñòîÿíî÷íî-ðåìîíòíûõ ìàñòåðñêèõ, çäàíèå çàêðûòîé ñòîÿíêè íà 100 ìàøèíîìåñò, çäàíèå ðåìîíòíûõ 

ìàñòåðñêèõ, çäàíèå êîòåëüíîé, êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, çäàíèå ñêëàäà.  Ìåñòî íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà - Ñâåðäëîâ-

ñêàÿ îáë., ã.Áåðåçîâñêèé, óë.Òðàíñïîðòíèêîâ, 1

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 59 400 000,00 ðóá. 

Öåíà îòñå÷åíèÿ ïî èñòå÷åíèè 20 äíåé - 24 330 240,00 ðóá. 

ËÎÒ ¹ 2: Çäàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîãî êîðïóñà, çäàíèå ìåõàíèçèðîâàííîé ìîéêè, çäàíèå ñâàðî÷íîãî öåõà è 

öåõà ñìàçêè, çäàíèå àâòîãàðàæà íà 35 ìàøèíîìåñò, çäàíèå ïðîôèëàêòîðèÿ, çäàíèå çàêðûòîé ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà. Ìå-

ñòî íàõîæäåíèÿ èìóùåñòâà - Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ã.Áåðåçîâñêèé, óë.Òðàíñïîðòíèêîâ, 1

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 85 320 000,00 ðóá. 

Öåíà îòñå÷åíèÿ ïî èñòå÷åíèè 20 äíåé - 34 947 072,00 ðóá. 

Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ïî ëîòàì ñîñòàâëÿåò 5 äíåé, âåëè÷èíà 

ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû - 20%.  

Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà îòêðûòàÿ, öåíà óêàçûâàåòñÿ â çàÿâêå.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê 

òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå 

èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî 

ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-

íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîäàâøèå ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ çàÿâêó ñ ïðè-

ëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË/ÅÃÐÈÏ èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ âûïèñêè; íîòàðèàëüíî 

çàâåðåííûå êîïèè âûïèñîê î âêëþ÷åíèè â ÅÃÐÞË, ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò, ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ; äîêóìåíò, 

ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþ-

ùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà). Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâêè.

Â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå ðåãèñòðàöèè çàÿâêè è ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïîêóïàòåëü äîëæåí ïðîèçâåñòè 

îïëàòó â ðàçìåðå öåíû ïðåäëîæåíèÿ ïîñðåäñòâîì âíåñåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî Áåðåçîâñêîãî àâòîòðàí-

ñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ -  ÈÍÍ 6604000438, ÊÏÏ 660401001, Ð/ñ 40502810698380000000 â ÅÔ ÍÊÎ «ÈÍÊÀÕÐÀÍ» (ÎÀÎ) ã. 

Åêàòåðèíáóðã  Ê/ñ 30103810400000000316 ÁÈÊ 046577316.

Â ñëó÷àå íåóïëàòû äåíåæíûõ ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííûé ñðîê, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíóòûì.

′ぇ こさけういゃけょしすゃけ ‶╁》-ういょっかうえ すさっぉせ-
のすしは しぉけさとうおう し け/さ, ゃけょうすっかぬ し か/ぇ 
╂┿╆っかぬ くぇ こさ-ゃけ う ゅさせいつうおう. 8-912-266-
94-52, 4-59-04.

[╄╉╊┿╋┿

╇╆╁╄】╄′╇╄ ¨ ‶[¨╁╄╃╄′╇╇ ]¨╀[┿′╇ぅ ‶¨ ]¨╂╊┿]¨╁┿′╇ぃ 
╋╄]〈¨‶¨╊¨╅╄′╇ぅ ╂[┿′╇『｠ ╆╄╋╄╊を′¨╂¨ 〉』┿]〈╉┿

¨¨¨ «¨┿╆╇]» (ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9) ういゃっとぇっす け ゃにこけかくっくうう おぇょぇしすさけゃにた 
さぇぉけす こけ せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ 
ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, お/し わ15 «╉けくゅかぇきっさぇす», いっきかう けぉとっゅけ こけかぬいけゃぇくうは.

╆ぇおぇいつうおけき おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす はゃかはっすしは ‶さっょしっょぇすっかぬ しぇょぇ 』っくちけゃぇ ╁.╋.
]けぉさぇくうっ こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは «06» しっくすはぉさは 

2010 ゅ. ゃ 11.00 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109.
′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう すさっぉせっすしは しけゅかぇしけゃぇすぬ 

ゅさぇくうちに: こさぇゃけけぉかぇょぇすっかう しきっあくにた いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき, ¨┿¨ «╆ぇこぇょ-
くにっ ねかっおすさうつっしおうっ しっすう», こさっょしっょぇすっかぬ お/し わ14, こさっょしっょぇすっかぬ  お/し  わ15┿, 
しけぉしすゃっくくうおう いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ わ1-75  お/し  わ15 «╉けくゅかぇきっさぇす».

] こさけっおすけき きっあっゃけゅけ こかぇくぇ いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ きけあくけ けいくぇおけきうすぬしは ゃ ¨¨¨ «¨ぇいうし» 
(ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109). 

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは こけ こさけゃっょっくうの しけゅかぇしけゃぇくうは きっ-
しすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくうきぇのすしは し 23 ぇゃゅせしすぇ  こけ 6 
しっくすはぉさは 2010 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109. 

┲┲┲ «┤┮┦┤-┶┩┹»
〈╄ 《〉『』〉ょ〈〈【ゅ 

》╄╅〉』【 』》╉╅【ゅ』『ょ

┵┶┲┯╃┴-┵┥┲┴┽┬┮,
┷┳┤┮┲┦┽┬┮ (]╉╅╉[ぉ),
┬┱┪┩┱┩┴-┮┲┱┵┶┴┷┮┶┲┴

┶╉[. 4-61-75

[╄
╉╊

┿╋
┿
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ÏÐÎÄÀÞ
• ╉けきくぇすせ, ¨ゃけとくけっ, 10 き2, ち. 
490 す.さ. 〈. 8-905-801-39-25.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく.おゃ., ち. 1300 す.さ. 〈. 89058091677.
[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく.おゃ., せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ 
ょ. 3, せ/こ, 53,5/28/9, かけょあうは 6 き2, 5/5, 
ち. 1850 す.さ. 〈. 8-904-542-48-82.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく.おゃ., せか. 〈けかぉせたうくぇ, 2, 
おうさこ., し/せ しけゃき. 1/4, 43/28/6, っゃさけさっき., 
しすっおかけこぇおっす, つ/こ, ょ/ゅ, 201-63-22.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく.おゃ., くっぉかぇゅ., ちっくすさ.
けすけこかっくうっ, 33 き2, こけかっいくぇは 22 き2. 
〈っか. 8-909-023-17-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. 〈っか. 8-961-771-73-68.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき うかう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. し 
ょけこか. 〈っか. 8-950-20-389-81.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ わ8, 3 しけす., ょけき, ねか-ゃけ, 
かっすくうえ ゃけょけこさけゃけょ. 〈っか. 4-72-39.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつぇしすけお こけょ こさけき. こかけ-
とぇょおせ 1,6 ゅぇ, ぇゃすけこけょなっいょ, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, いっきかは ぇさっくょぇ 49 
かっす. 〈. 8-912-245-08-18.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つ-お ゃ お/し わ78, 5 しけす., ぉっい こけ-
しすさけっお, しけぉしすゃ., ち. 150 す.さ. 〈っか. 
8-902--278-36-37, ╅せかぇくけゃおぇ.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÞ
• ╉けきくぇすせ. 〈. 8-904-989-07-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., ゃ ]けゃっすしおけき さ-くっ. 
〈っか. 8-902-262-47-70.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ ぇさっくょせ ちけおけかぬくにえ ねすぇあ 
こけょ き-く, けそうし, しおかぇょ, 61 き2, ち. 
300 させぉ./き2. 〈っか. 219-56-27.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ╉ゃぇさすうさせ, させししおうっ. 89022745093.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 〈. 8-922-203-88-96.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 8-922-213-13-17.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, けすしっゃ, とっぉっくぬ, くぇゃけい. 
〈っか. 8-950-644-29-25.

[╄╉╊┿╋┿

• ̈ すしっゃ, とっぉっくぬ, しおぇかぇ. 〈っか.:8-
922-205-93-85, 8-950-193-02-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
〈っか. 8-922-129-48-98.

[╄╉╊┿╋┿

• ][〉╀｠ ょけきけゃ, ぉぇくぬ. 《〉′╃┿-
╋╄′〈, ╉[¨╁╊ぅ. ╂ぇさぇくすうは おぇつっ-
しすゃぇ. 〈っか. 8-922-16-10-738.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ 5 す, しすさっかぇ 3 す. 
〈.: 89043814144, 89126453277.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すしっゃ, とっぉっくぬ. 8-904-389-55-38.
[╄╉╊┿╋┿

• ぁ╊╄╉〈[╇╉┿, おぇつっしすゃけ. 
8-922-153-83-99, ┿くょさっえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨ぉさっいぬ こうかけきぇすっさうぇかけゃ 
ぉっしこかぇすくけ. 〈っか. 4-91-95.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けしうき すさぇゃせ. 8-952-737-20-14.
[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ». 
〈っか. 8-908-900-59-16.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ». 
〈っか. 8-902-26-154-28.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい, けすしっゃ, とっぉっくぬ, 
さっつくけえ こっしけお, しおぇかぇ. ╁にゃけい きせ-
しけさぇ. ╃さけゃぇ おけかけすにっ. 〈っか. 8-950-
64-56-883.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈っこかにえ こけか, くぇすはあくにっ こけ-
すけかおう, ねかっおすさけきけくすぇあ, しぇく-
すったさぇぉけすに. 〈. 89089068758.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇきけしゃぇか, 2,5 おせぉ. 〈. 89222240237.
[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす ゅさせくすけゃにた ょけさけゅ ゃ しぇょぇた. 
╃けしすぇゃおぇ: つっさくけいっき, とっぉっくぬ, けすしっゃ, 
しおぇかぇ, ょさけゃぇ 8-922-107-80-08.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお 650 
さ/つぇし. 〈っか. 8-904-54-32354.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ こけ かっしすくうちぇき. 〈っか. 
8-963-03-59-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆ぇあうゅぇすっかぬくぇは すぇきぇょぇ. 〈っか. 
8-905-80-79-407.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[, 6き, 6す. 〈っか. 
8-912-229-36-37.

[╄╉╊┿╋┿

• 』っさくけいっき, すけさそ, くぇゃけい, けこうか, 
とっぉっくぬ, けすしっゃ, こっしけお, しおぇかぇ. 
〈っか. 8-922-118-77-87.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けゃぇくにっ ういょっかうは, かっしすくうちに, 
こっさうかぇ. 〈っか. 8-912-62-377-22.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさしおぇは «┿おすうゃ-]» ういゅけすけ-
ゃうす ょかは ゃぇし ゃにゃっしおう, すぇぉかうつおう, 
けそけさきうす きぇてうくに う ぇゃすけぉせしに 
しぇきけおか. こかっくおけえ. 〈っか. 4-02-54, 
8-922-296-37-41.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ‶うかけきぇすっさうぇか. ╃さけゃぇ. ╃ってっ-
ゃけ. ╃けしすぇゃおぇ. 〈. 89222020983.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 
〈っか. 8-922-129-48-98.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っすおぇ おかぇょけつくぇは, 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 けすょか. 3/1. 
〈っか.: 4-24-24, (343)213-213-4, 
228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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. 〈っか.
(343)213-213-4, 217-81-61.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀させし, ょけしおぇ, ゃぇゅけくおぇ. ╃け-
しすぇゃおぇ. 〈っか. 4-91-95, 201-40-82.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか, ぉさせし, ょけしおぇ 
けぉさっいくぇは, ぉさせしけお, ょさけゃはくぇは 
しさっいおぇ う ょさ. ╃けしすぇゃおぇ. 〈っか. 
8-950-20-30-164.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすおぇ: すさけすせぇさ., そぇしぇょくぇは, 
ぉけさょのさ. 〈っか. 8-904-38-14-144.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すさけうき し くぇきう! ‶さけういゃけょうき 
こうかけきぇすっさうぇか. 〈. 89634433136.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに. ╃ってっゃけ. 
〈っか. 8-908-913-41-65.

[╄╉╊┿╋┿

′っょゃうあうきけしすぬ〉しかせゅう ]すさけえきぇすっさうぇかに╁ぇおぇくしうう

•  ╁っすおかうくうおぇ «[ぇくぇさぇ» 
(╀╃╋╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. 〈っか.: 
(343) 290-92-54, 89536003958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ╁にしけおけせょけえくせの おけさけゃせ, 3 
けすっか. ゃ しっくすはぉさっ. 〈. 89022671401.

[╄╉╊┿╋┿

╅うゃけすくにっ• ╂┿╆っかぬ. 〈. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈. 8-912-61-95-777.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉ぇき┿╆ (ぉけさす), 8 す, 6 き, くぇか./ぉっい-
くぇか. 〈っか. 8-922-615-70-06.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈. 8-922-140-59-89.
[╄╉╊┿╋┿

• 》せくょぇえ ‶けさすっさ, おせいけゃ 3 き. 〈っか. 
8-919-371-07-00.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ ゃ かのぉけっ ゃさっきは! 〈っか. 
8-922-141-51-24.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈っか. 8-908-900-5916.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 89502032424.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇいっかぬ-すっくす. 〈っか. 89501975384.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇいっかぬ-すっくす. 8-963-044-44-85.
[╄╉╊┿╋┿

╂させいけこっさっゃけいおう

ÏÐÎÄÀÞ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 800 させぉ. 〈っか. 
8-902-87-99-331.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃さけゃぇ, 700 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. 〈. 89049837546.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿. ╁¨╆╇╋ 』╄]〈′〉ぃ 
╉〉╀┿〈〉[〉. 〈っか. 8-908-913-41-65.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿. ╀っさっいぇ, しけしくぇ, けしうくぇ. 
〈っか. 8-952-73-23-586.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿ しせたうっ, おけかけすにっ, 700 
させぉ. 〈っか. 8-961-573-64-75.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 〈っか. 8-902-44-09-787.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿.  〈っか.: 8-922-212-8256.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉けゃぇくにっ ういょっかうは: かっしすくうちに, 
こっさうかぇ, さってっすおう, いぇぉけさに, ゃけさけすぇ. 
〈っか. 8-922-124-88-48.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ おけかけすにっ, けす 800 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 〈っか. 8-963-851-63-43.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 〈っか. 8-904-540-61-93, 
8-950-206-23-89.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]ゃぇさけつくにえ すさぇくしそけさきぇすけさ 
220 V, 140 ┿ う こうかぇ-ちうさおせかはさおぇ. 
〈っか. 8-922-212-96-06.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿. 〈っか. 8-904-389-54-20.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 〈っか. 
8-912-6-9999-18.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 〈っか. 
8-912-045-64-04.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ けす 7500 さ., ゃけさけ-
すぇ, さってっすおう, いぇぉけさに. 〈っか. 8-952-
728-38-68.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すっくおせ-ゅけさおせ ぉ/せ, しけしす. たけさけ-
てっっ, ち. 8 す.さ. 〈. 8-908-917-56-92.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÊÓÏËÞ
• ╉せこかの ねかっおすさけょに ¨╉-46, SE. 
╃けさけゅけ. 〈っか. 8-922-106-46-59.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけょに ¨╉-46, SE-46, 『╊-
11, ′╅-13, ¨╆╊-8. ‶さけゃけかけおせ. 
〈っか. 8-922-211-23-77.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っすぇかかけかけき こけ ょけゅけゃ. ちっくっ, 
し ゃにゃけいけき ゃ こせくおす こさうっきぇ. 〈っか. 
8-904-178-78-11.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ
• ╁けょうすっかぬ くぇ ╁┿╆. 〈っか. 8-961-
771-96-88.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇ こうかけさぇきせ すさっぉせのすしは さぇき-
とうおう, おけかぬとうおう ょさけゃ, ゃぇかぬ-
とうおう かっしぇ, こうかぬとうおう, さぇいくけ-
さぇぉけつうっ. 〈っか. 8-902-87-99-331.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ ゃ すぇおしう し か/ぇ. 〈っか. 
8-965-50-911-41.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ おけきこぇくうの «╂¨[¨╃» すさっ-
ぉせのすしは ╃╇]‶╄〈』╄[, ╁¨╃╇-
〈╄╊を. 〈っか. 8-922-147-90-96.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは しゃぇさとうお. 〈っか. 
8-912-62-377-22.

[╄╉╊┿╋┿

• 【ゃっう し けこにすけき さぇぉけすに, くぇ 
こけてうゃ しせきけお, さのおいぇおけゃ, さぇくちっゃ. 
〈っか. 8-922-28-54-77, 4-86-02.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせのすしは きけえとうおう, ぇょきうくうしすさぇ-
すけさに くぇ ぇゃすけきけえおせ. 〈. 89049806212.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かけすくうおう, ぉっすけくとうおう, しゃぇさ-
とうおう. 〈っか. 8 (343) 345-72-13.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは ぉせたゅぇかすっさ, しすぇあ 
さぇぉけすに くっ きっくっっ 3-た かっす, いくぇくうっ 
1], ねかっおすさけくくぇは けすつっすくけしすぬ. 〈っか. 
4-72-86, 8-908-632-03-28.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «′ぇてう けおくぇ» すさっぉせのすしは 

ゅさせいつうおう, い/こ けす 15 す.さ. 〈. 3-27-71.
[╄╉╊┿╋┿

• ]すけかはさ-しすぇくけつくうお ょかは ういゅけ-
すけゃかっくうは おけさこ. きっぉっかう, けぉすはあ-
つうお きはゅ. きっぉっかう. 〈. 89122477646.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ すさっぉせのすしは: けぉすはあつうおう, 
こけさけかけくとうおう, ゅさせいつうおう くぇ きはゅ. 
きっぉっかぬ, ぉっい け/さ, い/こ ゃにしけおぇは. 〈. 
89193718206, 89090000210.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すゃっすしすゃっくくにっ おせさぬっさに ょかは 
ょけしすぇゃおう すっかっそけくくにた しつっすけゃ こけ 
╀っさっいけゃしおけきせ う こけしっかおぇき. 〈っか. 
8-902-25-333-91, 8-904-989-67-
47, 355-57-00 (ょけぉ. 7713).

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは ゃっしけゃとうちぇ し くぇゃに-
おけき さぇぉけすに くぇ おけきこぬのすっさっ. 〈っか. 
4-60-80.

[╄╉╊┿╋┿

• 【ゃっう くぇ そぇぉさうおせ きはゅおけえ 
きっぉっかう. 〈っか. 8-902-275-13-18, 
4-73-47.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうおう. 〈っか. 89122886585.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿ょきうくうしすさぇすけさ ゃ しけかはさうえ. 
〈っか. 8-904-982-68-25.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇいくけさぇぉけつうっ. 〈. 89122886585.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨すょっかけつくうお-せくうゃっさしぇか, 
かうぉけ ぉさうゅぇょぇ 2-3 つっか. ょかは さぇ-
ぉけすに ゃ こ. ]すぇさけこにてきうくしおっ. 〈っか. 
8 (343) 219-94-34.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ けすょっかぇ こさけょぇあ. 〈. 
8 (343) 372-21-16, 379-05-99.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けしこうすぇすっかぬ, こけゃぇさ ゃ きうくう-
しぇょうお. 〈っか. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさゅ. こさっょしすぇゃうすっかぬ けす 23 
かっす. 〈っか. 8-922-60-29-777.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し ぇ/き «╂┿╆っかぬ», 6,5 
させぉ./つぇし. 〈っか. 8-922-60-29-777.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇいくけさぇぉけつうっ ゃ こ. ]すぇさけこにて-
きうくしお. 〈っか. 8-908-913-41-65.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは ゃけょうすっかぬ おぇす. «╁». 
〈っか. 8-922-164-33-29.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ くぇ ぇ/き «╂┿╆っかぬ», い/こ 
17 す.さ. 〈っか. (343) 379-05-63.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせっすしは ぉせたゅぇかすっさ, いくぇくうっ 
1], け/さ けぉはいぇすっかっく. 〈っか. 8-912-
24-70-005.

[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè
〈っか. 8-922-2-114-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

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

[╄╉╊┿╋┿

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, 
ゅょっ こさけょぇひすしは “╀[”, うかう けすくっしすう こけ ぇょさっしせ: 

ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9.
〈っおしす こうてっすしは さぇいぉけさつうゃけ, こっつぇすくにきう ぉせおゃぇきう, ぉっい しけおさぇとっくうえ, 
くっ ぉけかっっ 20 しかけゃ. ¨ょくけ けぉなはゃかっくうっ くぇ けょくけき おせこけくっ. [せぉさうおう: 

〈さぇくしこけさす, ╃っすしおけっ, ╅うゃけすくにっ, [ぇいくけっ, ╆くぇおけきしすゃぇ, ╀にすけゃぇは すったくうおぇ

[せぉさうおぇ ___________________________________________________
〈っおしす けぉなはゃかっくうは _________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
╃ぇくくにっ (すっかっそけく) ______________________________________



┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, ┻┩┴┱┲┫┩┰, ┶┲┴┸, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, ┱┤┦┲┫, ┧┯┬┱┤,

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀,
┤┵┸┤┯╀┶, ┲┳┬┯, ┳┯┬┶┱╃┮

Ò. 8-922-15-66-550

[╄
╉╊

┿╋
┿

でí½Üïçí¿▲, 
~¡ï¡íçíöÜë-äÜÇëÜ£ôó¡,

äÜ¿Üäëóîñä Üö¡ë▲ö▲ú 13,6 ½. 
ゎんげñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó,

ç▲çÜ£ ½ÜïÜëí

• ╋うくう-しぇょうお. 〈. 89043815721.
[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

ÏÐÎÄÀÞ
• 〉┿╆-31519, 2001 ゅ.ゃ. 〈っか. 
8-922-611-47-10.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

‶さけょぇゃっち ゃ おうけしお
«[¨]‶╄』┿〈を»,

あっく. 40-60 かっす, ぉっい ゃ/こ, 
し しぇく. おくうあおけえ

8-902-26-24-413 [
╄
╉
╊

┿
╋

┿

¨¨¨ «〉さぇかかぇす»
すさっぉせのすしは 

ぉせたゅぇかすっさ こけ いぇさぇぉけすくけえ こかぇすっ
(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, 

けこにす さぇぉけすに くぇ こさけういゃけょしすゃっくくけき こさっょこさうはすうう けす 3-た かっす, 
けこにす しけしすぇゃかっくうは けすつっすくけしすう こけ いぇさこかぇすっ)

ぉせたゅぇかすっさ-おぇししうさ
(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, けこにす さぇぉけすに けす 3-た かっす, 

いくぇくうっ くぇ ╉╉╋, こさけゅさぇききに 1] – 8 «╀せたゅぇかすっさうは»)
ぉせたゅぇかすっさ-そうくぇくしうしうす

(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, 
けこにす さぇぉけすに くぇ こさけういゃけょしすゃっくくけき こさっょこさうはすうう けす 3-た かっす, 

けこにす さぇぉけすに し うくすっさくっす-ぉぇくおけき, けぉはいぇすっかぬくけ いくぇくうっ
1] – 8 «╀せたゅぇかすっさうは», ゃけいさぇしす ょけ 40 かっす)

¨ぉさぇとぇすぬしは ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 46ゃ
〈っか. (34369) 4-60-77, さっいのきっ: urallat@nexcom.ru

[╄
╉╊

┿╋
┿

┱╄ ╄╆』〉]〉¨‶【 』》╉╅【ゅ』『ょ

┰┲┭┽┬┮┬, ┤┨┰┬┱┬┵┶┴┤┶┲┴┿
┶╉[. 8-904-98-06-212

[╄
╉╊

┿╋
┿

ПЕНОБЛОК

ПЕСКОБЛОК

ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ 

БЛОК

БОРДЮРЫ 

ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8-912-22-42-204
8-922-17-03-039 [

╄╉
╊

┿
╋

┿
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〉』[╄╃╇〈╄╊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  14932. 〈うさぇあ 3050. ̈ 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.

╂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.
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33. 
╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

¨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 - ¨かぬゅぇ ‶¨╁┿[′╇『╇′┿, ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿.
《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.

┤┦┶┲┼┮┲┯┤ 

äÜÑÇÜöÜç¡í çÜÑóöñ¿ñú
äëóÇ¿íüíñö 
Öí ÜßÜôñÖóñ

çÜÑóöñ¿ñú ¡íö. ゑ.
ゎごゐとんé 

でごでどぎぜん でとごがだと.
げíÖ　öó　 äëÜêÜÑ　ö 

äÜ íÑëñïÜ:
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

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

〈.: 8 (343) 219-13-18,
8-961-763-44-34

かうちっくいうは わ3367 [╄╉╊┿╋┿

[╄╉╊┿╋┿

╀っさっいけゃしおうえ ]〈╉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
すぇおあっ ‶[╄╃╊┿╂┿╄〈 〉]╊〉╂╇

こけ ょけこけかくうすっかぬくけえ こけょゅけすけゃおっ う
けぉせつっくうの ゃけあょっくうの ぇゃすけきけぉうかは

′ぇて ぇょさっし: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,
せか. ╊っくうくぇ, 79 ”ぉ”.

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения – 2 месяца.

╀っさっいけゃしおうえ しこけさすうゃくけ-
すったくうつっしおうえ おかせぉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ′┿╀¨[ ′┿ ╉〉[]｠ ╁¨╃╇〈╄╊╄╈ 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ 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).

[╄╉╊┿╋┿
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ÎÊÍÀ
• ïëàñòèê • åâðîäåðåâî 

• ずだがぐごご
• ゐんずとだぞぼ

• がゑぎづご
んÑëñï: Ü¿. とíë¿í ぜíë¡ïí, 10 (öñëëóöÜëó　 ゐぜがと).

どñ¿.: (34369) 4-36-02, (343) 213-14-04, 8-950-209-58-67 [╄╉╊┿╋┿
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ТАКСИ «ПЕГАС»
8-953-60-60-623

8-922-61-89-292
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〈¨╊を╉¨ ¨╃╇′ ╃╄′を!
′けゃっえてぇは おけきこぬのすっさくぇは ょうぇゅくけしすうおぇ しけしすけはくうは いょけさけゃぬは 

ゃしっゅけ けさゅぇくういきぇ いぇ 1 つぇし. 
『っくぇ ょかは さぇぉけすぇのとうた – 2000 させぉ., ょっすはき, こっくしうけくっさぇき – 1500 させぉ.

7 ぇゃゅせしすぇ し 10.00, ╃ゃけさっち きけかけょっあう, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 7
┫╄]╉〈ょ╉』 《〉『╉ぃ╉〈′╉ 《》╄‶』′を╉『‶′ ╆『╉‒ 『《╉｠′╄[′『』〉╆ ┨′╄╇〈〉『』′を╉『‶〉╇〉 ｠╉〈』》╄.
┰╉』〉╈ 〉╅『[╉╈〉╆╄〈′ょ ╅╉╋〉《╄『╉〈ぇ¨, 【╈〉╅╉〈ぇ¨, ╅╉╋╅〉[╉╋〈╉〈〈ぇ¨ ╈[ょ [ゅ╅〉╇〉 ╆〉╋》╄『』╄.

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

* 〉しすぇくぇゃうすぬ すけつくにえ ょうぇゅくけい, すけつくけ けちっくうすぬ そせくおちうの ねくょけおさうくくにた あっかっい – とう-
すけゃうょくけえ あっかっいに, くぇょこけつっつくうおけゃ, ゅうこけそういぇ, こけょあっかせょけつくけえ あっかっいに う ょさ.

* ╁にはゃうすぬ きうおさけぉに う ゅかうしすくにっ うくゃぇいうう-たかぇきうょうう, しすぇそうかけおけおおう, きうおけこかぇいきに, 
すさうたけきけくぇょに, かはきぉかうう, ぇしおぇさうょに う す.ょ.

* ╁にはゃうすぬ ぇかかっさゅっくに.
* ‶さけゃっしすう うくょうゃうょせぇかぬくにえ おけきこぬのすっさくにえ こけょぉけさ う くぇいくぇつっくうっ くけゃっえてうた 

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

╁っょっくうっ こぇちうっくすぇ ょけ ゃにいょけさけゃかっくうは. [╄╉╊┿╋┿

‶¨╊╇]〈╇[¨╊╀╄〈¨′′｠╈

╀╊¨╉
ゃ くぇかうつうう

せか. ╉けききせくに, 84ぇ
8-950-63-18-119
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╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは.  
〈.: 3-04-45, (343) 268-99-96

]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

•ぴぎぜぎぞど   •でぎどとん ¡¿íÑÜôÖí　     
•づんゐごぴん 
•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
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╋けくすぇあくけえ けさゅぇくういぇちうう くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ すさっぉせのすしは:

]╁┿[】╇╉╇, ]╊╄]┿[╇-]╀¨[】╇╉╇, 
╁¨╃╇〈╄╊を ╁, C, D

[ぇえけく いぇゃけょぇ «╀╆]╉», 3\‶ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう. 
╁けいきけあくに おけきぇくょうさけゃおう.

(343) 344-04-26, 8 922 155 48 51, 8 922 607 94 17 し 9.00 ょけ 17.00
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• すさせぉぇ こけかうこさけこうかっく, 〈せさちうは, PN 20, けす 15 させぉ.
• すさせぉぇ ‶′╃, けす 11 させぉ.
• すさせぉぇ きっすぇかかけこかぇしすうおけゃぇは 16 きき, ╇すぇかうは, 

けす 27,5 させぉ.
• すっこかけういけかはちうは くぇ すさせぉせ, けす 9 させぉ.
• すさせぉぇ おぇくぇかういぇちうけくくぇは 110た2 き, 163,5 させぉ.
• さぇょうぇすけさに けすけこかっくうは «》っかっせし», ╇すぇかうは, 

けす 311 させぉ.
• しつっすつうおう せつっすぇ ゃけょに, けす 356 させぉ. う ょさ.

╅ょっき ╁ぇし こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╉うさけゃぇ, 63 (くぇ すっさ-さうう ╀╉《), 

すっか. 8 (34369) 4-63-21, 8-902-87-300-38
[╄╉╊┿╋┿

╂させここっ おけきこぇくうえ

«《╊┿╂╋┿′‒»
すさっぉせっすしは 

╉〉[を╄[
(し か/ぇ, い/こ 25 す.さ.)

〈っか. 8-912-24-83-669
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╂させここっ おけきこぇくうえ

«《╊┿╂╋┿′‒»
すさっぉせっすしは 

‶[¨╂[┿╋╋╇]〈
(しけ いくぇくうっき 1]-8, ゃけいきけあっく 

くっこけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ)

〈っか. 8-912-24-83-669
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