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こけ せおぇいぇくくけきせ くぇこさぇゃかっくうの
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585 äëÜß▲

 ï ßëó¿¿óíÖöí½ó.
ご£Ññ¿óú ó£ ïñëñßëí 

925 äëÜß▲ 
ïÜ çïöíç¡í½ó ó£ äÜ¿ÜÑëíÇ. ¡í½Öñú

『╄′｠, 
╀¨╊╄╄ 』╄╋ ╃¨]〈〉‶′｠

ぐÑñ½ ゑíï £í äÜ¡Üä¡í½ó: 
äÜ íÑëñïÜ Ü¿. んÖÜôóÖí, 3 

ç ½íÇí£óÖñ ヽ42 
«ùçñ¿óëÖ▲ú»

[╄╉╊┿╋┿

‶けゅけょぇ 
ゃ くぇてっき けおさせゅっ
』っすゃっさゅ, 4 くけはぉさは

‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 
ょくひき -5...+1, くけつぬの -1...+1
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し
‶はすくうちぇ, 5 くけはぉさは

′っぉけかぬてうっ けしぇょおう, 
ょくひき +3...+5, くけつぬの +1...+3
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 5 き/し

]せぉぉけすぇ, 6 くけはぉさは
‶っさっきっくくぇは けぉかぇつくけしすぬ, 

くっぉけかぬてうっ けしぇょおう, 
ょくひき +2...+4, くけつぬの -7...-5
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し
╁けしおさっしっくぬっ, 7 くけはぉさは

′っぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -2...0, くけつぬの -7...-5

╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し
‶けくっょっかぬくうお, 8 くけはぉさは

¨しぇょおう, 
ょくひき 0...+2, くけつぬの -7...-5
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し

╁すけさくうお, 9 くけはぉさは
ぅしくけ, 

ょくひき -3...-1, くけつぬの -11...-9
╁っすっさ しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し

┥╉╋┰╁┴〈〉╇〉 ┦╄] 『を╄『』ぉょ, ┦ょを╉『[╄╆ ┳′【『〉╆′を!

╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
′けゃけしすぬ, ゃ ゃうょっ しかせたけゃ こさけくうおてぇは お くぇき ゃ おけくちっ こさけてかけえ くっょっ-

かう, ゃ こけくっょっかぬくうお, せゃに, しすぇかぇ けそうちうぇかぬくけえ. ╂かぇゃぇ くぇてっゅけ ゅけさけょぇ 
すっこっさぬ – いぇきっしすうすっかぬ こさっょしっょぇすっかは こ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. 

╂さはょせとうっ こはすぬ きっしはちっゃ, ょけ きぇさすけゃしおうた ゃにぉけさけゃ くけゃけゅけ きねさぇ, 
けぉはいぇくくけしすう ゅけさけょしおけゅけ ゅけかけゃに ぉせょっす うしこけかくはすぬ こっさゃにえ いぇきっしすう-
すっかぬ ゅかぇゃに ╀╂¨ ╇ゅけさぬ ╁かぇょうきうさけゃうつ ╉ぇさこけゃ.

╁はつっしかぇゃ ╀さけいけゃしおうえ くっけょくけおさぇすくけ けぉっとぇか, つすけ くっ ぉせょっす ゃに-
しすぇゃかはすぬ しゃけっえ おぇくょうょぇすせさに くぇ すさっすうえ しさけお. ‶けかせつうかけしぬ, つすけ けぉは-
いぇすっかぬしすゃぇ しゃけう けく ゃにこけかくうか ょけしさけつくけ.

‶けょさけぉくけしすう しすけかぬ くっけあうょぇくくけゅけ ょかは ぉっさっいけゃつぇく しけぉにすうは きに 
こけかせつぇっき すけかぬおけ しっゅけょくは, くぇ こけしかっょくっえ こさっしし-おけくそっさっくちうう. ‶けね-
すけきせ, せつうすにゃぇは こさっょしすけはとうっ こさぇいょくうつくにっ ょくう, さぇししおぇいぇすぬ しゃけうき 
つうすぇすっかはき け こさうつうくぇた こっさったけょぇ くぇてっゅけ きねさぇ くぇ しすけかぬ ゃにしけおせの 
ょけかあくけしすぬ きに しきけあっき かうてぬ くぇ しかっょせのとっえ くっょっかっ. ╁こさけつっき, きぇ-
すっさうぇかに こさっしし-おけくそっさっくちうう, おぇお ゃしっゅょぇ, ぉせょせす ゃにかけあっくに くぇ ゅけ-
さけょしおけき しぇえすっ berezovskii.ru.

′っ いくぇの, けすおせょぇ ゃいはかけしぬ ゃにさぇあっくうっ «こけかけあっくうっ たせあっ ゅせぉっさ-
くぇすけさしおけゅけ», くけ ょけかあくけしすぬ きねさぇ ゅけさけょぇ, おぇお, くぇょっのしぬ, こけくうきぇのす 

きくけゅうっ くぇてう つうすぇすっかう, – ょぇかっおけ くっ しぇたぇさ. ╂けさけょしおけえ ゅけかけゃぇ くっ 
こさうくぇょかっあうす くう しっぉっ, くう しっきぬっ – すけかぬおけ ゅけさけょせ. ╁しこけきくうすっ, くぇ-
こさうきっさ, すけさそはくにっ こけあぇさに ねすうき かっすけき, おけゅょぇ ゅかぇゃくにえ ゅけさけょしおけえ 
つうくけゃくうお しぇき ょくひき う くけつぬの すせてうか けゅけくぬ, つすけぉに くっ こけょこせしすうすぬ っゅけ 
お くぇしっかひくくにき こせくおすぇき けおさせゅぇ.

┿ こけおぇ ゃに あょひすっ しかっょせのとっゅけ ゃにこせしおぇ くぇてっえ ゅぇいっすに, は こさっょかぇ-
ゅぇの つうすぇすっかはき こけょゅけすけゃうすぬ しゃけう おけききっくすぇさうう お こさけてっょてうき ゅけょぇき 
こさぇゃかっくうは ╁はつっしかぇゃぇ ╀さけいけゃしおけゅけ. 』すけ たけさけてっゅけ けく しょっかぇか? 』すけ 
ういきっくうかけしぬ ゃ かせつてせの しすけさけくせ ゃ くぇてっき ゅけさけょっ? ぁすう おけききっくすぇさうう 
ゃに きけあっすっ こさうしかぇすぬ くぇ ねかっおすさけくくせの こけつすせ bergrad@mail.ru  うかう 
こさはきけ くぇ しぇえす www.bergrad.ru.  』ぇしすぬ うい くうた ぉせょっす けこせぉかうおけゃぇくぇ 
ゃ しかっょせのとうた ゃにこせしおぇた. ′っ しすっしくはえすっしぬ くぇこうしぇすぬ う けぉ けすさうちぇすっかぬ-
くにた きけきっくすぇた, くっょけょっかおぇた ゃ さぇぉけすっ – ねすけ しすぇくっす くぇおぇいけき くけゃけきせ 
ゅかぇゃっ ╀っさひいけゃしおけゅけ, いぇ おけすけさけゅけ きに ぉせょっき ゅけかけしけゃぇすぬ ゃしっき きうさけき 
ゃ きぇさすっ 2011 ゅけょぇ.

╁はつっしかぇゃ ‶うせしけゃうつ! ]こぇしうぉけ いぇ ╁ぇてせ しかせあぉせ さけょくけきせ ゅけさけ-
ょせ. ′ぇょっっきしは, つすけ ╁に くっ いぇぉせょっすっ っゅけ う くぇ くけゃけき こけしすせ, ゃっょぬ ╁に 
けしすぇひすっしぬ ぉっさっいけゃつぇくうくけき, くっ すぇお かう? ╅っかぇっき ╁ぇき せょぇつう う ぉっい-
╋ぁ[くけゅけ しつぇしすぬは!

╃╄′を ╁ ╇]〈¨[╇╇
] ╃′┱╋ ′┿[¨╃′¨╂¨ ╄╃╇′]〈╁┿!

] 2005 ゅけょぇ 4 くけはぉさは ゃ [けししうう けすきっ-
つぇっすしは おぇお ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ こさぇいょくうお 
╃っくぬ くぇさけょくけゅけ っょうくしすゃぇ. ╁ ねすけす ょっくぬ ゃ  
1612 ゅけょせ ゃけうくに くぇさけょくけゅけ けこけかつっくうは 
こけょ こさっょゃけょうすっかぬしすゃけき ╉せいぬきに ╋うくうくぇ 
う ╃きうすさうは ‶けあぇさしおけゅけ てすせさきけき ゃいは-
かう ╉うすぇえ-ゅけさけょ, けしゃけぉけょうゃ ╋けしおゃせ けす 
こけかぬしおうた うくすっさゃっくすけゃ う こさけょっきけくしすさう-
さけゃぇゃ けぉさぇいっち ゅっさけういきぇ う しこかけつひくくけしすう 
ゃしっゅけ くぇさけょぇ ゃくっ いぇゃうしうきけしすう けす こさけうし-
たけあょっくうは, ゃっさけうしこけゃっょぇくうは う こけかけあっ-
くうは ゃ けぉとっしすゃっ.

╇い-いぇ こっさっくけしぇ ゃにたけょくにた う さぇぉけつうた ょくっえ 
くぇ ╃っくぬ くぇさけょくけゅけ っょうくしすゃぇ さけししうはくっ ぉせ-
ょせす けすょにたぇすぬ つっすにさっ ょくは こけょさはょ: し 4-ゅけ こけ 
7-っ くけはぉさは ゃおかのつうすっかぬくけ.

╃ぃ╅╇′〉 
‶╄′]╇¨′╄[¨╁ –
‶¨╃ ]〉╃!

7

[
╄╉

╊
┿

╋
┿



3 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ÑÎÁÛÒÈß • ÔÀÊÒÛ • ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ2

╃¨[¨╂╇╄ 〉[┿╊を『｠!
‶さうきうすっ しぇきにっ うしおさっくくうっ こけいょさぇゃかっくうは 

し ╃くひき くぇさけょくけゅけ っょうくしすゃぇ!
╃かは くぇし, ょっこせすぇすけゃ ╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは, くけはぉさぬしおうっ こさぇいょくうおう 

すさぇょうちうけくくけ しけゃこぇょぇのす しけ ゃさっきっくっき くぇこさはあひくくけえ さぇぉけすに くぇょ けぉかぇしすくにき 
ぉのょあっすけき ぉせょせとっゅけ ゅけょぇ. ぁすけ ゃさっきは こさうくはすうは けこすうきぇかぬくけゅけ おけくしけかうょうさけ-
ゃぇくくけゅけ さってっくうは け こさうけさうすっすぇた ぉのょあっすくけえ こけかうすうおう, け すけき, おぇお ぉせょせす さぇい-
ゃうゃぇすぬしは ゅけさけょぇ う しっかぬしおうっ すっささうすけさうう ]さっょくっゅけ 〉さぇかぇ ゃ ぉせょせとっき ゅけょせ.  

╋くけゅうっ こぇさぇきっすさに けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ-2011 せあっ しっゅけょくは こけいゃけかはのす 
ゅけゃけさうすぬ け すけき, つすけ ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ ょけしすけえくけ ゃにてかぇ うい ねおけくけきう-
つっしおけゅけ おさういうしぇ, し くぇょっあょけえ しきけすさうす ゃ ぉせょせとっっ, ゃっさうす ゃ しゃけう しうかに う 
ゃけいきけあくけしすう.  

ぁすけ くぇて けぉとうえ さっいせかぬすぇす! ╄ょうくしすゃけ う おさっこおうえ たぇさぇおすっさ せさぇかぬちっゃ ゃ 
おけすけさにえ さぇい ょけおぇいぇかう, つすけ ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ こけ こさぇゃせ くけしうす しゃけひ 
いゃぇくうっ ¨こけさくけゅけ おさぇは ょっさあぇゃに! ╁しった くぇし けぉなっょうくはっす けぉとぇは ちっかぬ – しょっ-
かぇすぬ ゃしひ ゃけいきけあくけっ, つすけぉに ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ  ぉにかぇ きけとくにき う こさけ-
ちゃっすぇのとうき さっゅうけくけき, ぇ [けししうは – しすさぇくけえ しけちうぇかぬくけえ しこさぇゃっょかうゃけしすう, 
ぉかぇゅけこけかせつうは う ゃにしけおけゅけ おぇつっしすゃぇ あういくう.   

╁ ょぇかひおけき 1612 ゅけょせ ゃこっさゃにっ しせょぬぉせ しすさぇくに う ゅけしせょぇさしすゃぇ さってうか しぇき 
くぇさけょ. ‶っさっょ かうちけき けこぇしくけしすう, ゃ ぉけさぬぉっ いぇ ちっかけしすくけしすぬ [けょうくに しこかけすう-
かうしぬ ゃしっ しけしかけゃうは, ょっさっゃくう う ゅけさけょぇ. ぁすけす ょっくぬ こけ こさぇゃせ くぇいにゃぇのす ╃くひき 
くぇさけょくけゅけ っょうくしすゃぇ. 

′ぇき, あうすっかはき しけゃさっきっくくけえ [けししうう, くっけぉたけょうきけ ぉにすぬ ょけしすけえくにきう しゃけうた 
こさっょおけゃ う しょっかぇすぬ ゃしひ ゃけいきけあくけっ, つすけぉに くぇてっ ゅけしせょぇさしすゃけ ぉにかけ きけとくにき 
う こさけちゃっすぇのとうき. 

╃けさけゅうっ いっきかはおう! ] こさぇいょくうおけき! ] ╃くひき くぇさけょくけゅけ っょうくしすゃぇ!
╅っかぇっき ゃぇき いょけさけゃぬは, しつぇしすぬは う きくけゅうた ょけぉさにた ょっか 

ゃけ しかぇゃせ しゃけっえ しっきぬう, ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう う くぇてっえ [けょうくに!
‶さっょしっょぇすっかぬ ¨ぉかぇしすくけえ ╃せきに 
╄.╁. 』っつせくけゃぇ

‶さっょしっょぇすっかぬ 
‶ぇかぇすに ‶さっょしすぇゃうすっかっえ
╊.╁. ╀ぇぉせておうくぇ

4 くけはぉさは ゃ 15.00 
ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひあう 

(〈っぇすさぇかぬくぇは, 7) 
こさけえょひす こさぇいょくうお 

くぇちうけくぇかぬくにた おせかぬすせさ. 
╁ぇし けあうょぇっす ょっすしおぇは うゅさけゃぇは 

こさけゅさぇききぇ, ょっゅせしすぇちうは 
くぇちうけくぇかぬくにた ぉかのょ, 
ゃにしすぇゃおぇ おけしすのきけゃ. 

╁ 16.30 くぇつくひすしは おけくちっさすくぇは 
こさけゅさぇききぇ, ゅょっ ゃにしすせこはす 
おけかかっおすうゃに ╀っさひいけゃしおけゅけ 

う ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. 
╁たけょ しゃけぉけょくにえ

╁ こさぇいょくうつくにっ ょくう, 
5-6 くけはぉさは, ゃ 『╂╀ ゅけさけょぇ 

╀っさひいけゃしおけゅけ し 8.00 ょけ 14.00 
ぉせょっす さぇぉけすぇすぬ こさうゃうゃけつくにえ 

おぇぉうくっす. ╄しかう ゃ ぉせょくうっ ょくう せ ゃぇし 
くっ たゃぇすうかけ ゃさっきっくう しょっかぇすぬ 

こさうゃうゃおせ けす ゅさうここぇ, すけ すっこっさぬ 
すぇおぇは ゃけいきけあくけしすぬ っしすぬ. 

╁ ょぇかぬくっえてっき こさうゃうゃけつくぇは 
おぇきこぇくうは ぉせょっす こさけたけょうすぬ 

ゃ けぉにつくけき さっあうきっ: 
きっょこっさしけくぇか こさうくうきぇっす 

し こけくっょっかぬくうおぇ こけ こはすくうちせ し 
8.00 ょけ 16.00. ‶さうたけょうすっ!

╁¨╈′┿ ╀╊¨╂¨╁ 
╁ ╉╇′¨╉╊〉╀╄  
4 くけはぉさは ゃけ ╃ゃけさちっ きけかけょひ-

あう (せか.〈っぇすさぇかぬくぇは,7) しけしすけ-
うすしは ゃすけさぇは ゃしすさっつぇ ゃ さぇきおぇた 
╉うくけおかせぉぇ. «』っすゃっさゅけゃにっ こけ-
おぇいに» けすおさけのすしは ょけおせきっくすぇかぬ-
くけえ かっくすけえ «╁けえくに ぉかけゅけゃ».

《うかぬき ぇくぇかういうさせっす ゃけいくうおくけゃっ-
くうっ ぉかけゅけゃ う うた さけかぬ ゃ こけかうすうつっ-
しおけえ あういくう くぇ こさうきっさっ ょっはすっかぬくけ-
しすう くぇうぉけかっっ ぇおすうゃくにた ぉかけゅゅっさけゃ 
ゃ すっつっくうっ くっしおけかぬおうた きっしはちっゃ, 
こさっょてっしすゃせのとうた こさけきっあせすけつくにき 
ゃにぉけさぇき 2006 ゅ. ゃ ]【┿. ╀かぇゅけょぇさは 
こさけょせきぇくくけえ こけょょっさあおっ ╇くすっさくっす-
しけけぉとっしすゃぇ ぇかぬすっさくぇすうゃくにえ おぇくょう-
ょぇす ′っょ ╊ぇきけくす ゃにたけょうす «くぇ そう-
くうてくせの こさはきせの» ゃ ぉけさぬぉっ いぇ きっしすけ 
ゃ ]っくぇすっ こさけすうゃ せあっ いぇくうきぇのとっゅけ 
ょけかあくけしすぬ ╃あけ ╊うぉっさきぇくぇ.

«╁けえくぇ ぉかけゅけゃ» – けしすさけせきくにえ 
ゃいゅかはょ くぇ しすさっきうすっかぬくにえ さけしす こけ-
かうすうつっしおうた ぉかけゅけゃ, おけすけさにっ しすぇかう 
させこけさけき くけゃけゅけ こけおけかっくうは ぇおすうゃう-
しすけゃ ゃしっゅけ こけかうすうつっしおけゅけ しこっおすさぇ. 
′っおけすけさにっ くぇいにゃぇのす ぉかけゅう いぇこう-
しおぇきう こけゅさせあひくくにた ゃ しっぉは いぇくせょ, 
ょさせゅうっ しつうすぇのす くぇうぉけかっっ あうゃにきう う 
こけうしすうくっ ょっきけおさぇすうつくにきう けぉさぇいけ-
ゃぇくうはきう くぇてっゅけ ゃさっきっくう.

‶さけっおす けさゅぇくういけゃぇく ╂けさけょしおうき 
ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくにき そけくょけき «╀かぇ-
ゅけ» こさう こけょょっさあおっ けすょっかぇ こけ ょっかぇき 
きけかけょひあう う ╋けかけょひあくけえ ておけかに 
ぉういくっしぇ. 

]すぇさすせっき ゃ 19.00, 
ゃたけょ しゃけぉけょくにえ

╉〉╊を〈〉[┿]‶¨[〈

ÁÀÑÒÀ!
╁╄[′〉╁【╇]を ] 《╇′┿╊┿ ╉〉╀╉┿ ╋╇[┿, ′┿【╇ ‶╊¨╁『｠ ╁ ╊┿]〈┿》 ′╄ ╆′┿ぃ〈, ╂╃╄ 〈[╄′╇[¨╁┿〈を]ぅ ╃┿╊を【╄ 

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╁ ╉¨′『╄ けおすはぉさは ゃけ そさぇくちせいしおけき  ゅけさけょっ ぁおし-ぇく-‶さけゃぇくし こさけてひか そうくぇかぬくにえ 
ねすぇこ さけいにゅさにてぇ おせぉおぇ きうさぇ こけ こかぇゃぇくうの ゃ かぇしすぇた. ╁ ねすうた こさっしすうあくにた しけ-

しすはいぇくうはた くっ きけゅかう くっ せつぇしすゃけゃぇすぬ ぉっさひいけゃしおうっ しこけさすしきっくに. ‶け ゃけいゃさぇとっくうう うた 
ょけきけえ きに こけぉっしっょけゃぇかう し すさっくっさけき けすょっかっくうは こかぇゃぇくうは ゃ かぇしすぇた ╃ぃ]【 ╁かぇょうし-
かぇゃけき ‶╄〈[¨╁｠╋.

– ╁かぇょうしかぇゃ ╂っくくぇょぬっゃうつ, くぇしおけかぬおけ 
こさっょしすぇゃうすっかぬくにき ぉにか くにくつっ そうくぇか 
おせぉおぇ きうさぇ?

– ╁け 《さぇくちうの こさうったぇかう 380 こかけゃちけゃ うい 58 
おかせぉけゃ う 18 しすさぇく. 』っしすぬ けぉなっょうくひくくけえ おけきぇく-
ょに 〉さぇかぬしおけゅけ さっゅうけくぇ «URAL TEAM», ゃ おけすけ-
させの ゃたけょはす こっさきはおう, つっかはぉうくちに, しゃっさょかけゃつぇくっ, 
いぇとうとぇかう う ゃけしこうすぇくくうおう ╀っさひいけゃしおけえ しこけさ-
すておけかに ╉うさうかか ¨しうくちっゃ う ¨かぬゅぇ ╉けさっくっゃしおぇは. 

– ╇ おぇおけゃに うた ょけしすうあっくうは?
– ╁ さっいせかぬすぇすっ あひしすおけえ おけくおせさっくすくけえ ぉけさぬ-

ぉに ╉うさうかか しきけゅ ゃけえすう ゃ ょっしはすおせ しうかぬくっえてうた 
しさっょう きせあつうく くぇ ょうしすぇくちうう 200 きっすさけゃ ゃ 
おかぇししうつっしおうた かぇしすぇた: せ くっゅけ ょっゃはすけっ きっしすけ. ┿ 
¨かぬゅぇ くっ けしすぇゃうかぇ くう きぇかっえてうた てぇくしけゃ しけ-
こっさくうちぇき – ょっゃせておぇき 17 かっす う きかぇょてっ. ¨くぇ 
こさうゃっいかぇ ょけきけえ つっすにさっ いけかけすにっ きっょぇかう – すさう 
ゃ うくょうゃうょせぇかぬくけき いぇつひすっ う けょくせ いぇ こけぉっょせ 
ゃ ねしすぇそっすっ 4た100き! ‶け うすけゅぇき おせぉおけゃけゅけ きぇ-
さぇそけくぇ, ぇ ねすけ てっしすぬ ねすぇこけゃ う そうくぇか, «URAL 
TEAM» いぇくはかぇ こっさゃけっ おけきぇくょくけっ きっしすけ ゃ いぇ-
つひすっ おかせぉけゃ う いぇゃけっゃぇかぇ こさっしすうあくにえ すさけそっえ. 
‶けいょさぇゃかはの せつぇとうたしは くぇてっえ ╃ぃ]【 – ╇かぬの 
╇しかぇきけゃぇ, ╄ゃゅっくうは ]きうさくけゃぇ, ╉うさうかかぇ ¨しうく-
ちっゃぇ, ¨かぬゅせ ╉けさっくっゃしおせの, おけすけさにっ こけきけゅかう 
おけきぇくょっ こけかせつうすぬ こけつひすくせの くぇゅさぇょせ. [っぉはすぇ 
しぇきう すっこっさぬ うきっのす しすぇすせし けぉかぇょぇすっかっえ おせぉおぇ 
きうさぇ 2010 ゅけょぇ. ╃せきぇの, いぇ くうた さぇょ う ゅっくっ-
さぇかぬくにえ ょうさっおすけさ ]‶ «〉さぇかきぇて» ╄ゃゅっくうえ 
′けたさうく: けく こけきけゅ こけょゅけすけゃうすぬ しこけさすしきっくけゃ お 

そうくぇかぬくけきせ ねすぇこせ おせぉおぇ. ′ぇょっっきしは くぇ ょぇかぬ-
くっえてっっ しけすさせょくうつっしすゃけ し くぇてうき しこけくしけさけき. 

– ╁に ぉにかう し さっぉはすぇきう ゃ さぇえけくっ ╋ぇさしっかは 
おぇお さぇい ゃ すっ ょくう う つぇしに, おけゅょぇ こさけたけょうかぇ けつっ-
さっょくぇは «╁っかうおぇは そさぇくちせいしおぇは さっゃけかのちうは». 
′ぇ ねおさぇくぇた 〈╁, ゃ ╇くすっさくっすっ こけおぇいにゃぇかう さぇい-
ぉうすにっ ゃうすさうくに, こけょけああひくくにっ ぇゃすけきけぉうかう, 
こけかうちっえしおうた, さぇいゅけくはのとうた ょっきけくしすさぇくすけゃ 
ょせぉうくおぇきう, いぇぉぇしすけゃおせ こうかけすけゃ う ぇゃうぇょう-
しこっすつっさけゃ, こっさっおさにすにっ ょけさけゅう ゃ ぇねさけこけさす. 
′ぇしおけかぬおけ けこぇしくけ うくけしすさぇくちぇき けおぇいぇすぬしは 
しさっょう きはすっあくにた  ぉぇささうおぇょ?

– ╁しひ ねすけ きに ゃうょっかう… すけあっ かうてぬ  ゃ ゃにこせ-
しおぇた きっしすくにた すっかっくけゃけしすっえ. ╃せきぇの, こさけしすけ くっ-
しおけかぬおけ しのあっすけゃ ぉにかう ぇおすうゃくけ さぇしすうさぇあうさけ-
ゃぇくに. ╋ぇさしっかぬしおうえ ぇねさけこけさす そせくおちうけくうさけゃぇか 
ゃ けぉにつくけき さっあうきっ, こけしかっ こけしぇょおう くぇし ぇゃすけぉせ-
しぇきう せゃっいかう ゃ ぁおし, つすけ ゃ 30-すう おうかけきっすさぇた, すぇき 
ぉにかけ ゃしひ すうたけ う つうくくけ, きに こっさっょゃうゅぇかうしぬ くぇ 
けぉとっしすゃっくくけき すさぇくしこけさすっ, くっ つせゃしすゃせは くうおぇおけえ 
けこぇしくけしすう. 》けすは ぉにかけ ゃうょくけ – ねすけ けぉとっくぇちうけ-
くぇかぬくぇは いぇぉぇしすけゃおぇ: ておけかに いぇおさにすに, こけしおけかぬおせ 
せつうすっかは すけあっ こけょょっさあうゃぇのす こさけすっしす. ′ぇ いぇ-
こさぇゃおぇた けおぇいぇかうしぬ くっぉけかぬてうっ けつっさっょう ゃ すさう-
つっすにさっ きぇてうくに. ╀っくいうく こけょけさけあぇか ゃ ぁおしっ ょけ 1 
っゃさけ 30 ちっくすけゃ, ゃ ‶ぇさうあっ ょけ 1 っゃさけ 80 ちっくすけゃ. 
′け うきっくくけ ゃ ╋ぇさしっかっ しうかぬくけっ こさけそしけのいくけっ 
ょゃうあっくうっ, こけねすけきせ きぇさしっかぬちに う しすぇかう けょくうきう 
うい しぇきにた はさにた こさけすうゃくうおけゃ こけゃにてっくうは こっくしう-
けくくけゅけ ゃけいさぇしすぇ. ╇, しせょは こけ うた いぇはゃかっくうはき, けくう 

こけしかっ けしっくくうた おぇくうおせか ゃ しすさぇくっ しくけゃぇ けさゅぇくういせ-
のす ょっきけくしすさぇちうう う くっ こけえょせす くう くぇ おぇおうっ せしすせこ-
おう. ╋けえ おけかかっゅぇ せあっ くっしおけかぬおけ かっす あうゃひす う すさっ-
くうさせっす こかけゃちけゃ ゃ 〈せかせいっ, こけ っゅけ さぇししおぇいぇき, うい 
400 すにしはつ あうすっかっえ ゅけさけょぇ ゃ おけかけくくに しすぇかう 160 
すにしはつ, こさうつひき ゃ けしくけゃくけき, きけかけょひあぬ, おけすけさぇは 
せあっ しっえつぇし ょせきぇっす け しゃけっえ ぉせょせとっえ こっくしうう. 

– ┿ ゃっょぬ さっつぬ うょひす け こけゃにてっくうう こっくしう-
けくくけゅけ ゃけいさぇしすぇ し 60 ょけ 62 かっす… ′っゃけかぬくけ 
くぇつくひてぬ いぇょせきにゃぇすぬしは け くぇちうけくぇかぬくけき 
たぇさぇおすっさっ, け すけき, つすけ かのょう ょけかあくに ょけぉう-
ゃぇすぬしは しゃけうた こさぇゃ, ぇ くっ あうすぬ かうてぬ し すっきう, 
おけすけさにっ ょぇさせっす ゃかぇしすぬ, けぉ うしすうくくけえ う きくう-
きけえ ょっきけおさぇすうう. ′け ゃっさくひきしは ゃ しこけさす. ╉ぇ-
おうっ ぉかうあぇえてうっ こかぇくに ゃに しすさけうすっ し ゃけしこう-
すぇくくうおぇきう けすょっかっくうは こかぇゃぇくうは ゃ かぇしすぇた?

– ╉ぇおうっ きけゅせす ぉにすぬ こかぇくに, っしかう しっおちうの くっ 
こせしおぇのす ゃ ぉぇししっえく ′╀‶! ╀けかぬてうくしすゃけ うい こけつすう 
ょゃせた しけすっく せつぇとうたしは すさっくうさせのすしは くぇ しせてっ – 
ゃ いぇかぇた, くぇ しすぇょうけくっ. 』ぇしすぬ さっぉはす っいょうす しゃけ-
うき たけょけき ゃ ぉぇししっえくに ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. ]っいけく ゃ 
さぇいゅぇさっ, こかけゃちに きかぇょてっゅけ ゃけいさぇしすぇ せあっ くっ 
こけこぇょぇのす ゃ 』っかはぉうくしお くぇ こっさゃっくしすゃけ 〉[《¨, 
こけしおけかぬおせ くっ ぉにかう くう さぇいせ くぇ ょけさけあおぇた こけ-
しかっ かっすぇ. ╁ ょっおぇぉさっ  さっぉはすぇ しすぇさてっゅけ ゃけいさぇし-
すぇ こさうゅかぇてっくに くぇ こっさゃっくしすゃけ そっょっさぇかぬくけゅけ 
けおさせゅぇ こけ こけょゃけょくにき ゃうょぇき しこけさすぇ, ゃ すけき つうし-
かっ ぇこくけね う ょぇえゃうくゅせ. ╋けあくけ こけったぇすぬ  ゃ ╋うくしお 
くぇ しけさっゃくけゃぇくうは しすさぇく ]′╂. ′け ぉっい こけょゅけすけゃ-
おう すぇおうっ こけっいょおう – ぉっいょぇさくぇは すさぇすぇ ゃさっきっくう う 
ょっくっゅ. ′っしおけかぬおけ つっかけゃっお っとひ きけゅせす しこかぇゃぇすぬ 
う くぇ つっきこうけくぇすぇた, う ねすぇこぇた おせぉおぇ きうさぇ, くけ ゃしひ 
ねすけ こさけうしたけょうす, つすけ くぇいにゃぇっすしは, くぇ しすぇさにた 
ょさけああぇた. 〈さっくっさに, さけょうすっかう くぇょっのすしは, つすけ 
ぇょきうくうしすさぇちうは ゅけさけょぇ しきけあっす さってうすぬ こさけぉかっ-
きせ う くっ ょけこせしすうす さけしこせしおぇ けすょっかっくうは.

8 くけはぉさは  うしこけかくはっすしは ゅけょ し すった こけさ, 
おぇお くっす しさっょう くぇし ‶けつひすくけゅけ ゅさぇあょぇ-

くうくぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ, 
ぉにゃてっゅけ こさっょしっょぇすっかは こさっいうょうせきぇ 
]けゃっすぇ ょうさっおすけさけゃ ╀っさひいけゃしおけゅけ ╂¨ 
う こさっょしっょぇすっかは しけゃっすぇ ょうさっおすけさけゃ 

╆┿¨ «╀╆]╉»
╂¨╊¨╁╇′┿ 

╁うおすけさぇ ┿かっおしっっゃうつぇ.
‶さうゅかぇてぇっき こけつすうすぬ っゅけ こぇきはすぬ. 

‶ぇくうたうょぇ しけしすけうすしは 
8 くけはぉさは ゃ 11.00

ゃ たさぇきっ ゃけ うきは 〉しこっくうは ‶さっしゃはすけえ 
╀けゅけさけょうちに ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ.

┿ょきうくうしすさぇちうは ╆┿¨ «╀╆]╉»

8 くけはぉさは うしこけかくはっすしは ゅけょ, おぇお くっす し くぇきう 
ょけさけゅけゅけ う かのぉうきけゅけ ぉさぇすぇ, けすちぇ, ょっょせておう

╂¨╊¨╁╇′┿ ╁うおすけさぇ ┿かっおしっっゃうつぇ.
8 くけはぉさは ゃ 11.00 

ゃ たさぇきっ ゃけ うきは 〉しこっくうは ‶さっしゃはすけえ ╀けゅけさけょうちに 
ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ
しけしすけうすしは こぇくうたうょぇ. 

╁しった, おすけ いくぇか っゅけ – こけきはくうすっ ょけぉさにき しかけゃけき. 
╊のぉうき, こけきくうき, しおけさぉうき. 

]っしすさぇ, ょけつぬ, しにく, こかっきはくくうちぇ, ゃくせおう

╉[╇╋╇′┿╊
╁′╇╋┿′╇╄ [¨╆｠]╉
¨〉[ ¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ゅけ-

さけょしおけきせ けおさせゅせ さぇいにしおうゃぇのすしは 
くぇたけょはとうっしは ゃ そっょっさぇかぬくけき さけ-
いにしおっ ゅさぇあょぇくっ:

┿すぇあぇくけゃ ╃うかてけょ ┿おぉぇさけ-
ゃうつ, 11.05.1984 ゅけょぇ さけあょっくうは;

┿ぉょせかけっゃ ╃あぇきてっょ ╃ぇゃ-
かっすけゃうつ, 18.09.1980 ゅけょぇ さけあ-
ょっくうは;

》けょあうおせかけゃ ]ぇぉうさ ┿ぉかぇ-
おせかけゃうつ, 26.04.1986 ゅけょぇ さけあ-
ょっくうは;

【っしすぇおけゃ ┿かっおしぇくょさ ┿くぇ-
すけかぬっゃうつ, 25.07.1980 ゅけょぇ 
さけあょっくうは;

【ぇぉぇくけゃ ╇ゅけさぬ ╋うたぇえ-
かけゃうつ, 05.11.1989 ゅけょぇ さけあ-
ょっくうは;

╃せょうく ]っさゅっえ [せょけかぬそけ-
ゃうつ, 10.10.1964 ゅけょぇ さけあょっくうは.

╁ しかせつぇっ こけかせつっくうは うくそけさ-
きぇちうう け きっしすけくぇたけあょっくうう そう-
ゅせさぇくすけゃ, こさけしうき しけけぉとうすぬ 
こけ すっかっそけくぇき (34369) 47500, 
47510.

‶¨]╊╄╃′ぅぅ ′¨』を ╁ «《┿[┿¨′╄»
╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
30 けおすはぉさは ゃ 03:57 ゃ ょっあせさくせの 

つぇしすぬ ¨╁╃ こけしすせこうかけ すっかっそけくくけっ 
しけけぉとっくうっ けす ょっあせさくけゅけ 』¨‶ «]ぇ-
すっかかうす» け すけき, つすけ ゃ おぇそっ «《ぇさぇ-
けく» こさけうしたけょうす きぇししけゃぇは ょさぇおぇ. 
¨こっさぇすうゃくにえ ょっあせさくにえ けすょっかぇ 
ゃくせすさっくくうた ょっか けすこさぇゃうか くぇ きっしすけ 
こさけうしてっしすゃうは ゅさせここせ くっきっょかっくくけゅけ 
さっぇゅうさけゃぇくうは. ‶さう こさっしっつっくうう ょさぇ-
おう しけすさせょくうおせ きうかうちうう ぉにかう くぇくっ-
しっくに すっかっしくにっ こけゃさっあょっくうは ゅさぇあ-
ょぇくうくけき ╉けいぇっゃにき, ぇ すぇおあっ ぉにかぇ 
こさっょこさうくはすぇ こけこにすおぇ いぇゃかぇょっくうは 
すぇぉっかぬくにき  けさせあうっき. ]けすさせょくうお 
きうかうちうう しけゅかぇしくけ 《っょっさぇかぬくけきせ 
いぇおけくせ «¨ きうかうちうう» こさぇゃけきっさくけ 
こさうきっくうか すぇぉっかぬくけっ けさせあうっ. ╉ぇい-
ぉっお ╉けいぇっゃ けす けゅくっしすさっかぬくにた さぇくっ-
くうえ しおけくつぇかしは ゃ ╀っさひいけゃしおけえ 『╂╀.

‶け しゃっょっくうはき けつっゃうょちっゃ, くっ-
すさっいゃにっ きけかけょにっ かのょう くぇつぇかう 
こさうしすぇゃぇすぬ お ょっゃせておぇき, けすょに-
たぇゃてうき ゃ おぇそっ. ╃っゃせておぇき こぬは-
くにっ こさうしすぇゃぇくうは, っしすっしすゃっくくけ, 

くっ こけくさぇゃうかうしぬ. ╁ しけいょぇゃてうえしは 
おけくそかうおす ゃきってぇかうしぬ けたさぇくくうおう, 
おけすけさにた ぉかぇゅけこけかせつくけ こけぉうかう. 
‶けしかっ つっゅけ いぇゃはいぇかぇしぬ きぇししけゃぇは 
こけすぇしけゃおぇ し せつぇしすうっき しけすさせょくう-
おけゃ 』¨‶ «]ぇすっかかうす» う しけすさせょくう-
おけゃ きうかうちうう. 〈ぇおあっ こけ しゃっょっくうはき 
けつっゃうょちっゃ ゃにはしくうかけしぬ, つすけ こけおぇ 
ゃ 『╂╀ こにすぇかうしぬ しこぇしすう あういくぬ ╉ぇい-
ぉっおぇ, っゅけ おけきこぇくうは ぉっしくけゃぇかぇしぬ. 
′け せいくぇゃ け しきっさすう しゃけっゅけ かうょっさぇ, 
ゃしっ おぇお けょうく いぇはゃうかう, つすけ ゃうくけ-
ゃぇす ゃ おけくそかうおすっ ╉けいぇっゃ. ぁすけゅけ 
あっ きくっくうは こさうょっさあうゃぇのすしは う しけ-
すさせょくうおう おぇそっ.

]ゃうょっすっかっえ う こけしすさぇょぇゃてうた 
ゃ きぇししけゃけえ ょさぇおっ こさけしはす けぉさぇ-
とぇすぬしは ゃ ¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ 
╂¨, かうぉけ いゃけくうすぬ こけ すっかっそけくぇき 
02, 4-75-04 う 4-82-46. 〉ゃぇあぇっきにっ 
ゅけさけあぇくっ, くっ ぉせょぬすっ さぇゃくけょせて-
くにきう, ゃぇてぇ うくそけさきぇちうは けつっくぬ 
ゃぇあくぇ ょかは しかっょしすゃうは. ╉けくそうょっく-
ちうぇかぬくけしすぬ ゅぇさぇくすうさけゃぇくぇ.

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ ╀╄[╄╆¨╁』┿′╄!
╃っくぬ くぇさけょくけゅけ っょうくしすゃぇ うきっっす ゃ しゃけっえ けしくけゃっ ゅかせぉけおうっ うしすけさう-

つっしおうっ おけさくう. ╇しすけさうつっしおうえ せさけお こさけてかけゅけ ゃぇあっく う ぇおすせぇかっく ょかは 
しけゃさっきっくくけえ [けししうう.

╄ょうくっくうっ, きうさ, ゅさぇあょぇくしおけっ しけゅかぇしうっ, しけいうょぇくうっ, – ゃしひ, つすけ くぇき 
くっけぉたけょうきけ しっゅけょくは, つすけぉに しょっかぇすぬ しゃけひ ゅけしせょぇさしすゃけ, しゃけえ ゅけさけょ 
こさけちゃっすぇのとうき, ぇ ぉせょせとっっ くぇてうた ょっすっえ – こっさしこっおすうゃくにき. 

╅っかぇっき ╁ぇき, ょけさけゅうっ ぉっさっいけゃつぇくっ, きうさくけえ う しつぇしすかうゃけえ あういくう, 
ゃいぇうきけこけくうきぇくうは う ゃいぇうきけゃにさせつおう, ょけぉさぇ う ぉかぇゅけこけかせつうは!

╇ゅけさぬ ╉ぇさこけゃ, う.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
╄ゃゅっくうえ ╂けゃけさせたぇ, 

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 
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╂¨[¨╃ ╀╄╆ ╅╄]〈¨╉¨]〈╇ ╉ ╃╄〈ぅ╋

¨〈 ′┿[╉¨╋┿′┿ [¨╃╇〈]ぅ ′┿[╉¨╋┿′?
╄かっくぇ ╁╊┿]¨╁┿, しこっちうぇかうしす けすょっかぇ しっきっえくけえ こけかうすうおう, けこっおう う こけこっつうすっかぬしすゃぇ, 
しけちうぇかぬくにた ゅぇさぇくすうえ う かぬゅけす せこさぇゃかっくうは しけちいぇとうすに くぇしっかっくうは
]おぇあうすっ, さぇいゃっ っしすぬ さけょうすっかう, きっつすぇのとうっ, 

つすけぉに うた さっぉっくけお しすぇか こさっしすせこくうおけき, ぇかおけゅけ-
かうおけき うかう くぇさおけきぇくけき? [ぇいゃっ おすけ-くうぉせょぬ ゃけし-
こうすにゃぇっす しゃけっ ょうすは, ゅけゃけさは: «╁けす こけょさぇしすってぬ 
くっきくけあおけ, すけゅょぇ いぇおせさうてぬ すぇぉぇつけお, こけすけき 
きぇすっさうすぬしは くぇせつうてぬしは, ゅけょおぇき ねょぇお お 18 せあっ 
しこけおけえくけ くぇつくってぬ おけかけすぬしは»? ╉けくっつくけ, くっす. 〉 
くけさきぇかぬくけゅけ つっかけゃっおぇ しけゃしっき ょさせゅうっ こかぇくに う 
くぇょっあょに. 

〈ぇお けすおせょぇ あっ ぉっさせすしは くぇさおけきぇくに? ¨ょくう 
しつうすぇのす, つすけ ねすぇ しすさぇしすぬ  こっさっょぇひすしは ゅっくっすう-
つっしおう, ょさせゅうっ せすゃっさあょぇのす, つすけ ゃしっきせ ゃうくけえ – 
くっしすぇぉうかぬくけしすぬ  ゃ しすさぇくっ. ╁っょぬ かっす すさうょちぇすぬ 
くぇいぇょ くうおすけ ゃけけぉとっ くっ しかにてぇか け くぇさおけすうおぇた. 
┿ おすけ-すけ せゃっさっく, つすけ くぇさおけきぇくに – こさけしすけ-
くぇこさけしすけ しかぇぉぇおう, おけすけさにっ くっ きけゅせす しっぉは おけく-
すさけかうさけゃぇすぬ. 

╁ くぇてっえ しすさぇくっ すけかぬおけ くぇ せつっすっ ゃ くぇさおけかけゅう-
つっしおうた ょうしこぇくしっさぇた しすけはす けおけかけ すさひた こさけちっく-

すけゃ くぇしっかっくうは. ‶さっょしすぇゃぬすっ, ねすけ すさう つっかけゃっおぇ 
うい おぇあょけえ しけすくう! ‶けくはすくけ, つすけ くぇ しぇきけき ょっかっ 
ゃしひ ゅけさぇいょけ たせあっ. ╇ ょぇかっおけ くっ ゃしっ ねすう くっしおけかぬ-
おけ きうかかうけくけゃ つっかけゃっお – うい くっぉかぇゅけこけかせつくにた 
しっきっえ. 〉 きくけゅうた っしすぬ けぉさぇいけゃぇくうっ, けぉっしこっ-
つっくくにっ さけょうすっかう, しけぉしすゃっくくにっ しっきぬう う ょっすう. 
┿ おぇあょにえ さけょうすっかぬ ぇぉしけかのすくけ せゃっさっく, つすけ 
っゅけ さっぉひくけお – しぇきにえ かせつてうえ う ょけぉさにえ, う しけ-
ゃっさてっくくけ くっこけくはすくけ, おぇお けく きけゅ «ゃかはこぇすぬしは» 
ゃ すぇおせの ゅさはいぬ, こけつっきせ けく ゃょさせゅ しすぇか こうすぬ うかう 
おけかけすぬしは. ]こっちうぇかうしすに くぇてっゅけ けすょっかぇ きけゅせす 
しょっかぇすぬ くっせすってうすっかぬくにえ ゃにゃけょ: くぇさおけきぇくぇきう 
う ぇかおけゅけかうおぇきう つぇしすけ しすぇくけゃはすしは ょっすう, せ おけすけ-
さにた っしすぬ すけかぬおけ きぇきぇ うかう すけかぬおけ こぇこぇ, うかう けぉぇ 
さけょうすっかは そぇおすうつっしおう けすしせすしすゃせのす.

′ぇ こっさゃけっ けおすはぉさは ゃ ╀っさひいけゃしおけき ゅけさけょしおけき 
けおさせゅっ くぇ せつひすっ ゃ けさゅぇくっ けこっおう  う こけこっつうすっかぬ-
しすゃぇ しけしすけうす 183 しうさけすに う ょっすっえ, けしすぇゃてうたしは ぉっい 
こけこっつっくうは さけょうすっかっえ, うい くうた 25 つっかけゃっお  – ょっすう 

くぇさおけきぇくけゃ. 〉 21 さっぉっくおぇ くぇさおけすうおう せこけすさっぉかはっす 
きぇすぬ, せ しっきっさにた – けぉぇ さけょうすっかは, ゃ けすくけてっくうう 17 
ょっすっえ きぇすぬ し けすちけき かうてっくに さけょうすっかぬしおうた こさぇゃ. 
╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは けすおぇいぇかうしぬ けす こぇゅせぉくけえ こさう-
ゃにつおう さけょうすっかう つっすにさひた けこっおぇっきにた, くけ ゃしっ けくう 
うきっのす すっこっさぬ ょさせゅうっ しっきぬう, ぇ しゃはいぬ しけ しすぇさてうきう 
ょっすぬきう こけすっさはくぇ. 

╉ぇお こけおぇいぇか ぇくぇかうい, しっきっさけ さけょうすっかっえ-
くぇさおけきぇくけゃ ゃけしこうすにゃぇかうしぬ ゃ くっこけかくにた しっ-
きぬはた,   けしすぇかぬくにっ 18 – ゃ こけかくにた, 17 しっきっえ しつう-
すぇかうしぬ ぉかぇゅけこけかせつくにきう. ′っ ねすけ かう こけゃけょ ょかは 
さぇいきにてかっくうえ ょかは ゃしった くぇし? ╉ぇお つぇしすけ, こさうょは 
せしすぇかにきう こけしかっ さぇぉけすに ょけきけえ, きに けすきぇたうゃぇ-
っきしは けす ょっすっえ, おけすけさにっ こさけしはす: «‶けうゅさぇえ, こけ-
つうすぇえ, さぇししおぇあう». ′け ゃっょぬ しっきぬは – ゅかぇゃくけっ. 
[っぉひくけお くぇつくひす うしおぇすぬ かのぉゃう う ゃくうきぇくうは くぇ 
しすけさけくっ, っしかう くっ こけかせつうす っひ けす さけょうすっかっえ. ╉ぇ-
おうきう ゃに たけすうすっ ゃうょっすぬ しゃけうた ょっすっえ こけかくけしすぬの 
いぇゃうしうす けす ゃぇし.

¨ぉかぇしすくけえ ゅけしせょぇさしすゃっくくにえ 
おさせゅかけしせすけつくにえ すっかっそけく
こしうたけかけゅうつっしおけえ こけきけとう 

すっかっそけく ょけゃっさうは 
8-800-300-11-00

〈っかっそけく ょけゃっさうは ょかは ょっすっえ,
こけょさけしすおけゃ う さけょうすっかっえ

8-800-300-83-83

こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
いゃけくけお ぉっしこかぇすくにえ

╃っすしおうえ ちっくすさ おさういうしくにた 
しけしすけはくうえ

320-36-94, 8-953-000-77-71

‶っさゃけ-くぇこっさゃけ こさうしせすしすゃせのとうっ 
しすぇかう さぇいぉうさぇすぬしは し しぇきにき とっおけす-
かうゃにき ゃけこさけしけき:  おぇお こさっょこさうはすうっ 
¨¨¨ «╀っさひいけゃしおうっ すっこかけゃにっ しっすう» 
しけぉうさぇっすしは こけゅぇしうすぬ いぇょけかあっくくけしすぬ 
こっさっょ こけしすぇゃとうおけき ゅぇいぇ, くぇ おけすけさせの 
ぉにかぇ ゃにょぇくぇ きせくうちうこぇかぬくぇは ゅぇさぇく-
すうは? ‶さうつうくぇきう こけはゃかっくうは ょけかゅぇ, こけ 
しかけゃぇき ゅっくょうさっおすけさぇ ¨¨¨ «╀〈]» ]っさ-
ゅっは ╁けかぬたうくぇ, しすぇかう う ねおしすさっきぇかぬくけ 
たけかけょくぇは いうきぇ, うい-いぇ おけすけさけえ こさけういけ-
てひか こっさっさぇしたけょ ゅぇいぇ, う ぉけかぬてぇは いぇ-
ょけかあっくくけしすぬ くぇしっかっくうは, う «くっょけしすぇ-
すけつくにえ せさけゃっくぬ すぇさうそぇ». 

– ′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ ╀〈] こさけしさけ-
つうかう 〉さぇかしっゃっさゅぇいせ ゃにこかぇすせ  ゃ さぇいきっ-
さっ 17 きかく 700 すにしはつ させぉかっえ. ╇い くうた 
きせくうちうこぇかぬくけきせ ぉのょあっすせ  ゃけいゃさぇすうす-
しは 10 きうかかうけくけゃ させぉかっえ, くっゃけいゃさぇす 
しけしすぇゃうす 5-6 きうかかうけくけゃ, – しおぇいぇか ]っさ-
ゅっえ ┿くぇすけかぬっゃうつ.

╉╁╇‶[¨╉╁¨ ╁ ╁¨‶[¨]╄ 
¨ ╃╄′を╂┿》
╃っこせすぇすに くっ こけくはかう すぇおけゅけ けぉなはし-

くっくうは.
– ╉けゅょぇ けぉしせあょぇかしは ゃけこさけし こさっょけ-

しすぇゃかっくうは ¨¨¨ «╀〈]» きせくうちうこぇかぬ-
くにた ゅぇさぇくすうえ, さっつぬ てかぇ け くっゃけいゃさぇ-
すっ すけかぬおけ 5-6 きうかかうけくけゃ させぉかっえ, ╁に 
くうつっゅけ くっ ゅけゃけさうかう っとひ う け ょっしはすう 
きうかかうけくぇた, おけすけさにっ ぉせょっすっ こけゅぇてぇすぬ 
こけすけき. ╇かう きに ゃしひ くっ すぇお こけくはかう, うかう 
╁に いうきけえ ゃゃけょうかう くぇし ゃ いぇぉかせあょっくうっ, 
– いぇゃけかくけゃぇかうしぬ ょせきちに.

]っさゅっえ ╁けかぬたうく おぇすっゅけさうつっしおう くっ しけ-
ゅかぇしうかしは し すっき, つすけ ゃゃけょうか おけゅけ-かうぉけ ゃ 
いぇぉかせあょっくうっ, う しけしかぇかしは くぇ すけ, つすけ けぉけ 
ゃしひき こけしすぇゃうか ゃ ういゃっしすくけしすぬ そうくぇくしけ-
ゃけっ せこさぇゃかっくうっ しこっちうぇかぬくにき こうしぬきけき. 
╁ つうしかっ きっさ, おけすけさにっ こさっょこさうくうきぇのす-
しは ╀っさひいけゃしおうきう すっこかけゃにきう しっすはきう 
ょかは こけゅぇてっくうは きせくうちうこぇかぬくけえ ゅぇさぇく-
すうう, ].┿. ╁けかぬたうく さぇししおぇいぇか け しゃけうた 
こけこにすおぇた ょけぉうすぬしは けす [ぁ╉ こけゃにてっくうは 
すぇさうそけゃ ょかは こけすさっぉうすっかっえ.

〈ぇお うかう うくぇつっ, そぇおす けしすぇひすしは そぇお-
すけき: ╀っさひいけゃしおうっ すっこかけゃにっ しっすう ゃ 
ねすけき ゅけょせ くっ しきけゅせす ぉっい こけきけとう ぉのょ-
あっすぇ けおさせゅぇ ゃにこかぇすうすぬ ょけかゅ ゃ さぇいきっ-
さっ 17 きかく 700 すにしはつ させぉかっえ こっさっょ こけ-
しすぇゃとうおけき ゅぇいぇ.

′ぇ いぇしっょぇくうう いぇきっしすうすっかぬ ゅかぇゃに 
こけ しすさけうすっかぬしすゃせ, ╅╉》, すさぇくしこけさすせ う 
しゃはいう ]っさゅっえ ‶ぇゃかけゃ ゃにしおぇいぇか こさっょ-
かけあっくうっ しけいょぇすぬ しこっちうぇかぬくせの おけきうし-
しうの ょかは ぇくぇかういぇ ねおけくけきうつっしおけゅけ こけ-
かけあっくうは ╀っさひいけゃしおうた すっこかけゃにた しっすっえ 
う さってっくうは ゃけこさけしぇ, おぇおうき けぉさぇいけき 
こけしかっょくっっ きけあくけ せかせつてうすぬ.

– ╄しかう せ こさっょこさうはすうは おけくちに し おけく-
ちぇきう くっ したけょはすしは, くせあくけ こさうくうきぇすぬ 
きっさに, くぇこさうきっさ, こさけゃけょうすぬ こさけゃっさおせ, 

うかう さっけさゅぇくういけゃにゃぇすぬ. ]っゅけょくは うょひす 
さっつぬ けぉ せおさせこくっくうう 〈╁う╉ぇ, ゃけいきけあくけ, 
くせあくけ さぇししきけすさっすぬ すぇおけえ あっ ゃぇさうぇくす 
し ╀〈], – しおぇいぇか ]っさゅっえ ′うおけかぇっゃうつ.

ぁすけ こさっょかけあっくうっ せあっ けぉしせあょぇっすしは 
ゃ ぇょきうくうしすさぇちうう けおさせゅぇ.  

 «185-｠╈ 《╆ – ′╄ ¨〈╃┿╋!»
╁けこさけしに せ つかっくけゃ おけきうししうう ゃけいくうお-

かう う お くぇつぇかぬくうおせ せこさぇゃかっくうは ╅╉》 
┿かっおしぇくょさせ ]っくちけゃせ, おけすけさにえ けすつうすに-
ゃぇかしは  け ゃにこけかくっくうう ゅけさけょしおけえ ちっかっ-
ゃけえ こさけゅさぇききに さっそけさきうさけゃぇくうは う きけ-
ょっさくういぇちうう あうかうとくけ-おけききせくぇかぬくけゅけ 
おけきこかっおしぇ  くぇ 2008-10 ゅけょに. 

– ‶けつっきせ ょけ しうた こけさ くっ こさけゃっょひく 
おけくおせさし ょかは きくけゅけおゃぇさすうさくにた ょけきけゃ, 
あうすっかう おけすけさにた ゃしひ っとひ しぇきけしすけは-
すっかぬくけ くっ けこさっょっかうかうしぬ し ゃにぉけさけき 
しこけしけぉぇ せこさぇゃかっくうは しゃけっえ しけぉしすゃっく-
くけしすぬの, – こけうくすっさっしけゃぇかぇしぬ くぇつぇかぬ-
くうお そうくぇくしけゃけゅけ せこさぇゃかっくうは ╆うくぇうょぇ 
┿ぉぇおせきけゃぇ.

– ぅ しつうすぇの きっくぬてうき いかけき こけおぇ 
くっ こさけゃけょうすぬ おけくおせさし う ゃにこかぇすうすぬ 
てすさぇそ, おけすけさにえ くぇゃっさくはおぇ ぉせょっす 
くぇいくぇつっく ぇくすうきけくけこけかぬくにき おけきうすっ-
すけき, すぇお おぇお ゃ うくけき しかせつぇっ ねすう ょけきぇ 
こけすっさはのす ゃけいきけあくけしすぬ せつぇしすうは ゃ 
こさけゅさぇききっ おぇこうすぇかぬくけゅけ さっきけくすぇ こけ 
185-けきせ 《っょっさぇかぬくけきせ いぇおけくせ. ╅う-
すっかう かうてぇのす しっぉは ねすけゅけ てぇくしぇ, くけ は 
くっ きけゅせ けしすぇゃうすぬ ょけきぇ ぉっい ゃけいきけあ-
くけしすう しょっかぇすぬ おぇこさっきけくす, – しおぇいぇか 
┿. ╁. ]っくちけゃ. 

〈ぇおあっ ┿かっおしぇくょさ ╁ぇしうかぬっゃうつ けす-
つうすぇかしは け そけさきうさけゃぇくうう いぇはゃおう くぇ 
いぇゃけい こっしおぇ. ╁ せこさぇゃかっくうっ ╅╉》 こけ-
しすせこうかけ 100 いぇはゃけお けす ょゃけさけゃ くぇてっゅけ 
けおさせゅぇ う けぉとぇは いぇはゃおぇ くぇ 150 こっしけつ-
くうち けす せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは. ¨ょくぇ 
こっしけつくうちぇ ゃきっとぇっす 1,5 おせぉけきっすさぇ こっ-
しおぇ. ぁすけ いくぇつうす, つすけ うい ぉのょあっすぇ ╀╂¨ 
ぉせょせす ゃにょっかっくに しさっょしすゃぇ くぇ 375 おせ-
ぉけきっすさけゃ.

╁╆[｠╁｠ ′┿ ┿╃〉╈]╉¨╋ 
‶¨╊╇╂¨′╄ – ╀╄]‶[╄╃╄╊ 
╇きっくくけ すぇおうき あひしすおうき しかけゃけき 

けこさっょっかうか ょっはすっかぬくけしすぬ ゃけっくくにた 
させおけゃけょうすっかぬ おけきうししうう こけ ねおけかけゅうう, 
╅╉》, すさぇくしこけさすせ う しゃはいう ╄ゃゅっくうえ 
‶うしちけゃ. ╋くけゅけつうしかっくくにっ あぇかけぉに 
ぉっさっいけゃつぇく う あうすっかっえ こけしひかおけゃ くぇ 
ゅさけきおうっ ゃいさにゃに, うい-いぇ おけすけさにた こかぇ-
つせす ょっすう, さぇいさせてぇのすしは しすぇさにっ いょぇ-
くうは, かけこぇのすしは けおくぇ, しさぇぉぇすにゃぇっす 
ぇゃすけきけぉうかぬくぇは しうゅくぇかういぇちうは う す.ょ.,  
くっ けしすぇかうしぬ ぉっい ゃくうきぇくうは. ╀にかう 
こけょゅけすけゃかっくに  ょっこせすぇすしおうっ けぉさぇとっ-
くうは お おけきぇくょせのとっきせ 『っくすさぇかぬくにき 
ゃけっくくにき けおさせゅけき, ゃ ゃけっくくせの こさけおせ-
さぇすせさせ, ぇ すぇおあっ ゃ [けしぇすけきくぇょいけさ し 
こさけしぬぉけえ こさうくはすぬ きっさに.

╃╄‶〉〈┿〈]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇
╃〉╋┿ ′┿╃〉╋┿╊┿

╃¨╊╂╇ – ‶¨╂┿]╇〈を, ‶╄]¨╉ – ╆┿╁╄╆〈╇, ╁╆[｠╁｠ – ‶[╄╉[┿〈╇〈を
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╂¨[¨╃〉 ゃぇあくけ, つすけぉに ゃ ょけきぇた ぉにかけ すっこかけ. ╂けさけょせ ゃぇあくけ, つすけぉに 
ょけきぇ, ゃ おけすけさにた あうゃせす かのょう, たけすぬ うくけゅょぇ さっきけくすうさけゃぇかうしぬ. ╃かは 

ゅけさけょぇ ゃぇあくに ゃけこさけしに ぉかぇゅけせしすさけえしすゃぇ, ぇ すぇおあっ しこけおけえしすゃうっ ゃ きうさ-
くけっ ゃさっきは. ╁しっ ねすう う ょさせゅうっ しせとっしすゃっくくにっ すっきに けぉしせあょぇかうしぬ くぇ いぇしっ-
ょぇくうう ょゃせた ょせきしおうた おけきうししうえ – こけ ねおけかけゅうう, ╅╉》, すさぇくしこけさすせ う しゃはいう 
う こけ ねおけくけきうおっ う ぉのょあっすせ, おけすけさけっ しけしすけはかけしぬ ゃ きうくせゃてうえ つっすゃっさゅ. 

] ╋╄]〈┿ ]¨╀｠〈╇ぅ

╃╄〈]┿╃¨╁]╉┿ぅ ╉┿╋‶┿′╇ぅ 
′┿』┿╊┿]を

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

′╄]╋¨〈[ぅ くぇ いぇゃっさっくうは させおけゃけょしすゃぇ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは, ぇゃさぇかぇ ゃ こっさゃにえ 
ょっくぬ こさうひきぇ いぇはゃけお ょかは こけかせつっくうは きっしす ゃ ょっすしおうた しぇょぇた ういぉっあぇすぬ くっ せょぇかけしぬ. 

‶っさゃけゅけ くけはぉさは すけかこぇ けおけかけ せこさぇゃかっくうは くぇつぇかぇ しけぉうさぇすぬしは くう しゃっす くう いぇさは.
‶けょけてっょてうた ゃ ゃけしっきぬ つぇしけゃ せすさぇ いぇこう-

しにゃぇかう せあっ こけょ 160-170-きう くけきっさぇきう, ぇ 
こっさゃにっ そぇきうかうう しすぇかう こけはゃかはすぬしは ゃ しこうしおっ 
けおけかけ しっきう. ╁ ょっゃはすぬ しこうしけお こっさっゃぇかうか いぇ 
215. ╉ すけきせ きけきっくすせ こけょくはすぬしは くぇ ゃすけさけえ 
ねすぇあ ょかは こけょぇつう ょけおせきっくすけゃ こさうゅかぇてぇかうしぬ 
140-っ «くけきっさぇ», いくぇつうす, いぇ こけかすけさぇ しぇきにた 
さぇくくうた つぇしぇ しこっちうぇかうしすに せこさぇゃかっくうは けぉさぇ-
いけゃぇくうは しせきっかう こさけこせしすうすぬ つっさっい しゃけう させおう 
ぉけかっっ つっき しけすくの いぇおけくくにた こさっすっくょっくすけゃ くぇ 
こけかせつっくうっ きっしすぇ ゃ ょっすしおけき しぇょせ. ╃っすう, つぬう 
ょけおせきっくすに こさうくうきぇのすしは ゃ たけょっ くにくってくっえ 
ょっすしぇょけゃしおけえ おぇきこぇくうう, ぉせょせす いぇつうしかっくに ゃ 
ょっすしおうえ しぇょ すけかぬおけ し 2012 ゅけょぇ. 

╀うすゃに きっあょせ きぇきけつおぇきう し おけかはしおぇきう う 
ぉっい おけかはしけお, ぇ すぇおあっ こぇこぇきう う ぉぇぉせておぇきう 
いぇ こさぇゃけ ゃおかのつうすぬ そぇきうかうの しゃけっゅけ つぇょぇ ゃ 
けつっさっょぬ くっ くぇぉかのょぇかけしぬ, けょくぇおけ くぇこさはあっ-
くうっ ゃしひ あっ つせゃしすゃけゃぇかけしぬ. 

╁ けすょっかぬくけき おぇぉうくっすっ いぇ ょかうくくにき しすけかけき 
すさせょうかうしぬ くぇょ こさうひきけき ょけおせきっくすけゃ ぉせお-
ゃぇかぬくけ ゃしっ しこっちうぇかうしすに せこさぇゃかっくうは けぉさぇ-
いけゃぇくうは. ]ゃはいせのとうき いゃっくけき きっあょせ こっさゃにき 

う ゃすけさにき ねすぇあけき ゃにしすせこぇか しぇき くぇつぇかぬくうお 
ねすけゅけ ゃっょけきしすゃぇ ┿かっおしっえ ╀さぇすつうおけゃ: けく 
こさうくうきぇか さけょうすっかっえ, おけすけさにっ こけょくうきぇ-
かうしぬ こけ かっしすくうちっ, う かのぉっいくけ ょけしすぇゃかはか うた 
ょけ くせあくけゅけ おぇぉうくっすぇ.

– 【ゃっえちぇさけき しっゅけょくは さぇぉけすぇの! – こけてせ-
すうか ┿かっおしっえ ╁はつっしかぇゃけゃうつ. 

‶け っゅけ しかけゃぇき, ゃ こっさゃにえ ょっくぬ しこっちうぇかう-
しすに さぇししつうすにゃぇのす こさうくはすぬ ぉけかぬてせの つぇしすぬ 
いぇはゃかっくうえ, う ゃ ょぇかぬくっえてっき すぇおけえ くぇゅさせいおう 
くっ ぉせょっす.

]こけさに け すけき, ゃ おぇおけえ こっさうけょ くせあくけ 
こさうくうきぇすぬ いぇはゃかっくうは ゃ ょっすしおうっ しぇょに, 
ゃっょせすしは せあっ ょぇゃくけ. ╁ せこさぇゃかっくうう けぉさぇ-
いけゃぇくうは こけかぇゅぇのす, つすけ しさけおう し こっさゃけゅけ 
くけはぉさは こけ 30 きぇさすぇ ゃこけかくっ きけゅせす せょけ-
ゃかっすゃけさうすぬ うくすっさっしに ゃしった, けょくぇおけ きくけ-
ゅうっ さけょうすっかう こさうょっさあうゃぇのすしは きくっくうは, 
つすけ うた さっぉひくけお し さけあょっくうは うきっっす こさぇゃけ 
くぇ こけかせつっくうっ ょけておけかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは, 
う ねすけ こさぇゃけ すぇおうき けぉさぇいけき くぇさせてぇっすしは. 
¨ぉとっしすゃっくくぇは こぇかぇすぇ ╀╂¨ ゃ こさけてかけき きっ-
しはちっ さっおけきっくょけゃぇかぇ ┿かっおしっの ╀さぇすつうおけゃせ 
さってうすぬ すったくうつっしおうっ こさけぉかっきに し そけさきう-
さけゃぇくうっき けつっさっょう, ぇ し さけょうすっかっえ しくはすぬ 
けゅさぇくうつっくうは こけ ゃさっきっくう こけょぇつう いぇはゃけお. 
╋けあっす ぉにすぬ, すけゅょぇ う てゃっえちぇさけき くっ こさう-
てかけしぬ ぉに こけょさぇぉぇすにゃぇすぬ?

╉¨╋╋╄′〈┿[╇╇ ‶¨]╄〈╇〈╄╊╄╈ ]┿╈〈┿ BEREZOVSKII.RU
Orc 29.10.10, 13:54
╉ぇお あっ おさぇしうゃけ ゃしひ くぇ しかけゃぇた させおけゃけょうすっかは 

けぉさぇいけゃぇくうは (しすぇすぬは ╀[ «′けゃせの ょっすしおせの ゃけか-
くせ きに ゃにょっさあうき»). ‶さはきけ ゃけす いぇぉけすぇ け かのょはた, 
しぇきけこけあっさすゃけゃぇくうっ う す.ょ. 

┿ つすけ くぇ しぇきけき ょっかっ? 〈っかっそけくくにえ けすゃっす 
おかっさおぇ うい せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは: 

1. ╋に くっ いぇこうしにゃぇっき, せ くぇし あうゃぇは けつっさっょぬ 
2. ╃ぇすぇ さけあょっくうは さっぉひくおぇ いくぇつっくうは くっ うきっ-

っす, つっき さぇくぬてっ いぇこうてせす – すっき さぇくぬてっ けく ぉせ-
ょっす ゃ けつっさっょう. 

′せ つすけ あっ, ゅ-く ╀さぇすつうおけゃ – せ ╁ぇし けしすぇひすしは 
すけかぬおけ けょうく ゃにたけょ, つすけぉに たけすぬ おぇお-すけ せぉっょうすぬ 
けぉとっしすゃっくくけしすぬ, つすけ ╁に くっ かあっち – ねすけ こけょぇすぬ 
ゃ しせょ くぇ «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ», う ょけおぇいぇすぬ, 
つすけ くぇ しぇきけき ょっかっ ╁に ゅけゃけさうかう ょさせゅけっ. 

╂ぇいっすっ しおぇいぇかう けょくう おさぇしうゃにっ かけいせくゅう, ぇ くぇ 
ょっかっ こさけしすけ こてうお. 

Orc 01.11.10, 10:49
╁ こけかぬいせ さはょけゃにた しけすさせょくうおけゃ 〉¨ きけゅせ 

しおぇいぇすぬ, つすけ けくう ゃしっき おけかかっおすうゃけき いぇおさにゃぇ-
のす ぇきぉさぇいせさせ くぇこけさぇ すけかこに. ╇ こさうひき くぇつぇかう 
さぇくぬてっ, つっき きけゅかう ぉに. 

╁ きうくせし させおけゃけょしすゃぇ 〉¨ くせあくけ しおぇいぇすぬ, つすけ 
けさゅぇくういけゃにゃぇすぬ けつっさっょぬ ょけかあくに ぉにかう けくう. 
¨すしせすしすゃうっ こけすぇしけゃけお う させゅぇくう – ねすけ, ゃ ょぇくくけえ 
しうすせぇちうう, せょぇつぇ, ぇ くっ いぇおけくけきっさくけしすぬ.

╁かぇょうきうさ ╇ゃぇくけゃ 01.11.10, 11:17
╉ 08-00 ゃ しこうしおぇた 150 "きぇかにてっえ"; お 10-00 いぇこうしに-

ゃぇのとうたしは ぉにかけ 250... くけ けつっさっょぬ ぉにしすさけ こさけたけょうす. 
Orc 01.11.10, 12:15
‶さけたけょうす-すけ けくぇ ぉにしすさけ, ゃけす すけかぬおけ すせす おぇお 

こけゃっいっす – う さけょうゃてうっしは ゃ けおすはぉさっ ゃ けつっさっょう 
しすけはす さぇくぬてっ ぇこさっかぬしおうた. 

╇ ねすけ うしおかのつうすっかぬくけ ょかは ぉかぇゅぇ こけしかっょくうた, 
っしかう ゃっさうすぬ ゅ-くせ ╀さぇすつうおけゃせ)))...
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‶さけょけかあっくうっ. ′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ

╃ぇかぬてっ ゃしひ ぉにかけ おぇお けぉにつくけ: 
させぉうかけゃおぇ–きっしうかけゃおぇ. ╉ぇあょにえ うい 
くぇし くぇゅけすけゃうか しすけかぬおけ かけゃせてっお, 
つすけ ょぇあっ たゃぇかひくにえ «╉せ╉せおし╉かぇ-
くぇ» けす すぇおけゅけ おさけゃけこさけかうすうは ぉに 
ゃいょさけゅくせか. ┿ つすけ こさうおぇあっすっ ょっ-
かぇすぬ, おけゅょぇ せ くぇし し くぇつぇかぬくうちっえ 
したけあぇは きぇくっさぇ うゅさに, っひ きけあくけ 
しさぇゃくうすぬ さぇいゃっ つすけ し こってうき こけ-
たけょけき こけ ぉけかけすせ: «たかのこ–たかのこ». 
¨しすけさけあくっくぬおけ すぇお うょひてぬ しこっさゃぇ, 
つすけぉに くっ ゃかはこぇすぬしは. ╆ぇすっき: けこぇ! 
¨こぇしくけしすぬ ゃこっさっょう こけょあうょぇっす, 
けょくぇおけ しいぇょう う こけょ くけゅぇきう っとひ 
たせあっ, すっこっさぬ すけかぬおけ «つこけお–つこけお», 
ょぇ «つぇゃ–つぇゃ», かうてぬ ぉさにいゅう ゃけおさせゅ 
ゃけ ゃしっ しすけさけくに かっすはす. ┿ おぇお すっぉは 
くぇつくひす いぇすはゅうゃぇすぬ – すぇお せあっ さゃうしぬ 
ういけ ゃしった しうか ゃこっさひょ, ょぇ くっ けゅかはょに-
ゃぇえしは くぇ こけおうくせすにえ すけぉけえ ぉっさっゅ: 
すけかぬおけ すぇき, ゃこっさっょう, ゃけいかっ ぉっさひ-
いけお, すゃけひ しこぇしっくうっ. 〈ぇき はさおぇは, しけつ-
くぇは すさぇゃおぇ, いっきっかぬおぇ すひこかぇは, きたけき 
こけさけしてぇは, ちゃっすけつおう し はゅけょおぇきう, 
くけ けくう – くっ ゅかぇゃくけっ, ゃぇあくっっ ゃしっ-
ゅけ – いっきかは, すゃひさょぇは こけつゃぇ. 〈ぇお う 
ゃ てぇたきぇすぇた: くっつっゅけ あぇかっすぬ け すけき, 
つすけ こけすっさはくけ う こさけそせおぇくけ: つっゅけ くっ 
ゃっさくひてぬ, すけゅけ くっ ゃけさけすうてぬ. ¨ょくぇ 
くぇょっあょぇ: ゅょっ きに, すぇき ょけかあくぇ ゃぇ-
かはすぬしは しかせつぇえくぇは こけぉっょぇ.

– 〈けあっ きくっ, さぇぉけすくうつっお くぇ-
てひかしは, – ゃにょけたくせかぇ くぇつぇかぬくう-
ちぇ, けゅかはょにゃぇは ょにきはとっっしは こけかっ 
ぉうすゃに, – ╇ つすけ, ゃにたけょうす, けこはすぬ 
くうつぬは?

– ┿ せ ╁ぇし っしすぬ ゃぇさうぇくすに? – くぇ-
ょけっかけ きくっ うゅさぇすぬ, – ╇ くっ しきけすさう-
すっ くぇ きっくは すぇお: しなっいあせ は. ‶さはきけ 
しっえつぇし ゃけいぬきせ う しなっいあせ. ╉ぇお すぇき 
ねすせ ゃぇてせ しけぉぇおけかのぉうちせ いけゃせす? 

– ′ぇ, – し ゅけすけゃくけしすぬの こけょぇかぇ 
すぇ きくっ かうしすけつっお し おけけさょうくぇすぇ-
きう, – 』すけ たけつってぬ ょっかぇえ, くけ つすけぉに 
ぉけかぬてっ ねすうた こうしっき, – たかけこくせかぇ 
けくぇ し ょけしぇょけえ しすけこおけえ ぉせきぇゅ けぉ 
しすけか, – せ きっくは ぉけかぬてっ くっ ぉにかけ! 
╇ょう! ′うつぬは. ′っす, しすけえ: すゃけは «おけ-
こっえおぇ» っとひ くぇ たけょせ?

– ╀にかぇ, – こけあぇか は こかっつぇきう.
– 〈けゅょぇ ねすけ, ゃ ぉせたゅぇかすっさうう ょっ-

くっあおせ ゃけいぬきう, かうすさけゃ ょゃぇょちぇすぬ 
こかっしくう しっぉっ. ′け – つっおう つすけぉに こさう-
くひし! ╇ – くっ ぉけかぬてっ! – ゃけいゃさぇすうかぇ 
けくぇ しっぉっ くぇつぇかぬしすゃっくくにえ ゃうょ.

┿ きくっ-すけ つすけ? ╂ょっ ょゃぇょちぇすぬ – 
すぇき う すさうょちぇすぬ, くっ ゃこっさゃけえ さけょ-
くせの おけくすけさせ ゅさぇぉうすぬ. ┿ すけ  きくっ 
こけさけえ こさうたけょうすしは ょけ しぇょぇ っいょうすぬ, 
ゃけす ぉっくいうくおぇ う こさうゅけょうすしは. 》けすは, 
おぇのしぬ, っいあせ は すせょぇ くっつぇしすけ, かうてぬ 
いぇすっき, つすけぉに こけきけつぬ しゃけうき こさっ-
しすぇさっかにき さけょうすっかはき おぇさすけておせ 
こけしぇょうすぬ, けおせつうすぬ う ゃにおけこぇすぬ. 〉つぇ-
しすけお ぉにか ぉに ゃ こさうくちうこっ くっこかけたけえ, 
っしかう ぉに くぇ くひき しぇょうすぬ こっすさせておせ, 
ぇ くっ おぇさすけておせ: しさっいぇか ゃしひ いぇさぇい – 
う けすょにたぇえ しっぉっ, てぇてかにおう あぇさぬ. 
′け きけう さけょうすっかう, ゃにさけしてうっ ゃ ゅけ-
かけょくにっ ゃけっくくにっ う こけしかっゃけっくくにっ 
ゅけょに, くぇけすさっい けすおぇいぇかうしぬ きっくはすぬ 
さぇちうけく こうすぇくうは: し おぇさすけておけえ くぇ-
ょひあくっっ, きけか. ╋けあっす, けくう う こさぇ-
ゃに, っしかう ゃょせきぇすぬしは: しすけかぬおけ かっす, 
こさぇおすうつっしおう ゃしひ ょっすしすゃけ, おぇあょにえ 
ゅけょ あょぇすぬ ゃっしっくくのの  かっぉっょせ, ょぇ 
きけかけょせの おさぇこうゃせ, おぇお きぇくくせ くっ-
ぉっしくせの, ぇ しかぇょおせの こっさっきけさけあっく-
くせの つひさくせの おぇさすけておせ し おけかたけいくにた 
こけかっえ くぇいにゃぇすぬ すけさすうおけき, – おぇお あっ 
すせす しゃけの, しゃっあせの, くっ ゃにさぇとうゃぇすぬ. 
ぅ, さぇいせきっっすしは, すぇおけゅけ せあっ くっ っょぇか, 
ょぇあっ しせこ うい おさぇこうゃに, う すけす ゃしっゅけ 
さぇいぇ ょゃぇ–すさう ゃ あういくう こさけぉけゃぇか, 
くけ せ きっくは–すけ けく ぉにか しけ しかうゃけつくにき 
きぇしかけき ょぇ し ぉぇすけくけき, ぇ くっ し あぇかおけえ 
おけさおけえ きけおさけゅけ たかっぉぇ, おぇお ゃ しけさけ-
おけゃにっ. ╉しすぇすう, おさぇこうゃくにえ しせこ くぇ 
しぇきけき ょっかっ くっ すぇお せあ う こかけた, っしかう 
ゃ くっゅけ ょけぉぇゃうすぬ こうすぇすっかぬくにた うく-
ゅさっょうっくすけゃ, ょぇ こけさぇぉけすぇすぬ こっさっょ 
ねすうき し かけこぇすけえ: くぇ «せさぇ» こさけたけょうす. 
╅ぇかっかう きっくは, ゃうょうきけ, さけょうすっかう: 
くっ しすぇかう しけゃしっき せあ くぇゅかはょくけ こけ-
おぇいにゃぇすぬ, うい-いぇ  おぇおうた たぇさつっえ けくう 
すぇおうきう きぇかっくぬおうきう ゃにさけしかう. ╉ぇお 
しっえつぇし ゃうあせ こっさっょ しけぉけえ けすおさにすけっ, 
せかにぉぇのとっっしは かうちけ けすちぇ: «╄てぬすっ, 
ょっすう, すのさの, きけかけつおぇ-すけ くっす: せゃっかう 
おけさけゃおせ しけ ょゃけさぇ, きけえ しゃっす». ぁすけ 
けく こさけ おけかかっおすうゃういぇちうの, おけすけさせの 
くっ しけゃしっき せしこってくけ こっさっあうか きけえ 
ょっょ, う こけねすけきせ ゃきっしすけ すけゅけ, つすけぉに 
さけょうすぬしは ゃ いぇあうすけつくけき う すひこかけき 
‶けゃけかあぬっ, は こけはゃうかしは くぇ しゃっす 
いょっしぬ, くぇ ぉっいあぇかけしすくけ こさけきけいゅかけき 
〉さぇかっ. ′け ゃしひ あっ きくっ こけゃっいかけ, つすけ 
は さけょうかしは たけすは ぉに つせすぬ こけこけいあっ. 
╁こさけつっき: おぇお いくぇすぬ?

– 』っゅけ いぇしくせか? – けおかうおくせかぇ きっくは 
くぇつぇかぬくうちぇ, – 》ゃぇすうす くぇ しっゅけょくは 
てぇたきぇす, さぇぉけすぇえ うょう. ╃ぇ, う ねすけゅけ 
しゃけっゅけ ╀っさっくょっは おけ きくっ おかうおくう.

╀っさっくょっえ – ねすけ ]ぇておぇ, しすぇさてうえ 
ゃけ ゃすけさけえ ぉさうゅぇょっ. ╄ゅけ こさけいゃう-
とっ こさうこかっかけしぬ せあっ ゃきっしすっ し くうき, 
っとひ すけゅょぇ, おけゅょぇ は すけかぬおけ-すけかぬおけ 
しすぇか ぉさうゅぇょうさけき, ぇ けく – けぉにつくにき 
«すけこすせくけき» ゅけかけしうしすにき. ╄きせ すけゅ-
ょぇ くっ すけ, つすけ させあぬひ, こっすかの っとひ くっ 
ょけゃっさはかう: くぇしすけかぬおけ けく ぉにか くっ-
しせさぇいっく. ┿く ゃっょぬ くっす: こぇさぇ かっす, う 
こけょくぇすぇしおぇかしは, こけさけえ すぇおうた いゃっさのゅ 
こさうゃけょうす, つすけ ょぇあっ きくっ しぇきけきせ 
ぉけはいくけ しすぇくけゃうすしは. [ぇいゃっ つすけ っしすぬ 
せ くっゅけ ぉけかぬてけえ きうくせし: しけぉぇつっお けく 

くっ かのぉうす. ╁けす は, お こさうきっさせ, し くうきう 
おぇお? ]こっさゃぇ かぇしおけえ, ぇ いぇすっき – たかけこ! 
]こう, さけょくぇは, こけおぇ くっ こさけしくひてぬしは. ┿ 
おぇお こさけしくひてぬしは, すせす せあ おぇお しせょぬぉぇ–
うくょっえおぇ さぇしこけさはょうすしは: いぇぉっさせす 
すっぉは いぇ くっょっかぬおせ うい くぇてっえ  こっさっ-
ょっさあおう, つすけ くぇ ]うぉうさしおけき, いくぇつうす 
– う ゃこさぇゃょせ うくょっえおぇ. ╄しかう くっす, すけ 
ゃにたけょぇ せ すっぉは ょゃぇ, う けぉぇ いかけょっえ-
しおうっ. ‶っさゃにえ, こけくはすくけ: きけゅうかぬくうお–
すけ くっょぇかっおけ. ┿ ゃすけさけえ… ╀さささ!

«』っゅけ ╀さささ?» – しこさけしうすっ ゃに. 
¨すゃっつせ: しぇき くっ ぉっい ゅさったぇ – くっ ゃしっ 
しけぉぇつぇすおう お くぇき ゃ こさうひきくうお こけこぇ-
ょぇのす. ]ょぇか うた ゃ せおさけきくけき ょゃけさう-
おっ, ょっくっあおせ こけかせつうか, う ゃしひ: ぉにかけ 
«╂ぇゃ», ぇ しすぇかけ «′はき». ′っす, くっ こけ-
ょせきぇえすっ つっゅけ かうてくっゅけ, うた きはしぇ は くっ 
っか, くっ きけゅせ こさけしすけ, けょくぇおけ ゃけす くけ-
しおう ぉさぇか う ぉっさせ: すひこかにっ けくう. ‶けさけえ 
うた ょぇあっ させおけえ こけ ゃっつっさぇき ゅかぇあせ:

– ╀ぇさぉけしうくおぇ, つすけ あっ すっぉは 
せゅけさぇいょうかけ-すけ すぇお? ╂かぇいけくぬおう 
すゃけう ゅょっ いぇょけさくっくぬおうっ? – う たかけ-
こぇの さのきぇておせ いぇ せこけおけえ ょせてう 
ぉっしこけおけえくけえ さぇしすうすっかぬくうちに てっさ-
しすう ょかは くけしおけゃ.

┿ つすけ? ]っかひょけつおぇ し かせつおけき しけ-
ゃしっき ょぇあっ くっょせさくぇは いぇおせしおぇ, ぇ っしかう 
ゃけょけつおせ っとひ う しけぉぇつぬうき くけしおけき いぇ-
くのたぇすぬ – ゃけけぉとっ きうかけっ ょっかけ. ╉ぇお 
くう しすさぇくくけ, くけ ょぇあっ つっさっい ゅけょ ねすけす 
こしはおせきしおうえ いぇこぇた うい くけしおけゃ くっ ゃに-
ゃっすさうゃぇっすしは, くっ うしつっいぇっす: ねすけ すぇおぇは 
しかぇょけしすぬ, おけすけさせの くう くぇ けょうく ぇさけ-
きぇす あっくとうくに くっ こさけきっくはってぬ. ‶さっ-
せゃっかうつうゃぇの? ╋けあっす ぉにすぬ. ′け: ゃに 
しこっさゃぇ けすかけゃうすっ しけぉぇつおせ, けぉさっおうすっ 
っひ くぇ いぇおかぇくうっ, う こけくのたぇえすっ くけしおう 
うい っひ てっさしすう. 』すけ, っとひ くっ こさけぉう-
さぇっす? 〈けゅょぇ けすゃっょぇえすっ てぇてかにお せ 
せかうつくけゅけ すけさゅけゃちぇ: けく ゃおせしくにえ.

╁っしっかけ せ くぇし ゃけ ょゃけさっ せこさぇゃ-
かっくうは こけ けすかけゃせ: こすうつおう つうさうおぇ-
のす, しけぉぇつおう かぇのす, きせあうつおう しうょはす 
くぇ しおぇきっっつおぇた ゃけおさせゅ きせしけさくけゅけ 
ぉぇつおぇ, おせさはす. ぅ すけあっ こさうしっか:

– ]ぇてけお, すっぉは くぇてぇ いけゃひす. ‶け-
たけあっ, けこはすぬ: は おさぇっき ゅかぇいぇ さぇいくぇ-
さはょおせ ゃうょっか.

– ‶ぇたぇ, ぇ すに つすけ, しぇき くっ きけゅ? – 
ゃけいきせすうかしは すけす, ゃにぉさぇしにゃぇは つうくぇ-
さうお, – ぅ せあっ すさっすぬの くっょっかの こけょ-
さはょ, おぇお お ねすうき ゃうゃうしっおすけさぇき っいあせ! 
]ぇき ゃっいう お ねすうき つかっくけゅかぇいにき! 〈ぇき 
ねすぇ!... – う いぇきけかお, こけしすせつぇゃ しあぇすに-
きう おせかぇおぇきう ょさせゅ けぉ ょさせゅぇ.

‶けくはすくけ, けすつっゅけ: くう ょかは おけゅけ 
せあっ くっ しっおさっす, つすけ ╀っさっくょっえ ぇくぇ-
すけきうつおっ しうきこぇすういうさせっす, くけ ゃいぇう-
きけこけくうきぇくうは くっ くぇたけょうす: すぇ, たけすぬ 
せあっ う くっ いぇきせあっき, くけ っとひ くっ しすさっ-
きうすしは. ╁けいきけあくけ, つすけ しすさぇょぇのす 
けす ねすけゅけ けぉぇ: は-すけ しゃけうき けしすさにき 
つせすぬひき しけぉぇつぇすくうおぇ つせの, つすけ けくう 
ょさせゅ お ょさせあおっ せあっ ゃしっさぬひい こさう-
くのたうゃぇのすしは: ゃけく おぇお せ くっひ ゃいけさ 
こけゅぇし, おけゅょぇ きっしはち くぇいぇょ ゃきっしすけ 
くっゅけ こさうったぇか は. ╇ くっ しこけさぬすっ しけ 
きくけえ: つっかけゃっつぬは こさうゃはいぇくくけしすぬ 
くっきくけゅうき けすかうつぇっすしは けす しけぉぇつぬっえ, 

さぇいゃっ つすけ すけかぬおけ いかけこぇきはすくけしすぬの: 
しけぉぇおう, けくう ういきっく くうおけゅょぇ くっ こさけ-
とぇのす, ぇ ゃけす つっかけゃっお… つっかけゃっお, 
くぇゃっさくけっ, ょぇあっ かのぉゃう くっ こさけとぇ-
っす, すぇおぇは せあ けく すゃぇさぬ. ¨すすけゅけ-すけ, 
ゃうょうきけ, う しすさっきうすしは ういゃっしすう こけょ 
おけさっくぬ ゃしひ あうゃけっ, ゃしひ, つすけ ょにてうす 
う しゃけぉけょくけ かのぉうす, ょぇぉに きはおうく-
くせの しけゃっしすぬ しゃけの こけょせておけえ こさう-
ょせてうすぬ. ┿ けくぇ, おぇお う こさっょぇくくけしすぬ 
しけぉぇつぬは, くっ ょせてうすしは: くぇゃっお けくぇ し 
すけぉけえ, ょせてうすっかっき.

– «ぁすぇ» っきせ, – けすくはか は せ くっゅけ 
しゃっあせの ゅぇいっすせ, – ╃ぇゃぇえ かせつてっ こけ-
しきけすさうき, つすけ すぇき せ くぇし くぇこうしぇくけ. 
┿ゅぇ, ゃけす, おぇお さぇい こさけ すっぉは: «‶け-
きけとぬ けょうくけおうき う こさっしすぇさっかにき». 
』すけ, くっ こけょたけょうす? 〈せす う すっかっ-
そけくつうお っしすぬ. ぁ! – けすきぇたくせかしは は 
けす くっゅけ, – ぅ てせつせ, くっ くっさゃくうつぇえ, 
くけ しぇき ゃしひ こけくうきぇってぬ, け つひき は. 
╄たぇか ぉに すに, ぇ? ′ぇ しぇきけき あっ ょっかっ: 
おけゅょぇ は っとひ いぇ ょさせゅぇ こけさぇょせのしぬ. 
╀っさっくょっえ, くっ いかう かのょっえ, ょぇえ いぇ 
すっぉは こけさぇょけゃぇすぬしは. ′うおぇ, ぉっさう 
しゃけっゅけ くぇつぇかぬくうおぇ, ゃっいう, う ゃしひ 
すぇおけっ こさけつっっ. 

«′うおけえ» こさけいゃぇかう ゃけょうすっかは 
]ぇておう, つすけぉに くっ こせすぇすぬしは: すぇお つすけ 
きけえ させかっゃけえ – ╉けかぬおぇ, ぇ っゅけ – ′うおぇ. 
‶けぉっょぇ, ぉかうく, すけかぬおけ し させつおぇきう. 
]ゃけうきう ゅかぇいぇきう ゃうょっか, おぇお けく ゃ 
きぇさすっ ょけゅせ てっの しゃっさくせか, う ょぇあっ 
くっ こけきけさとうかしは. ╂さけきうかぇ っとひ すけす, 
しけぉぇつおぇ くっ ゅけさのえ: こけしかっ ゃしすさっつう 
し すぇおうき ょけぉさけたけすけき くっょけかゅけ すっぉっ 
あうすぬ けしすぇかけしぬ. ′ぇこぇさくうおう, ょっあせさ-
くけ こけきぇすのおぇゃてうしぬ, さぇいけてかうしぬ 
ゃ さぇいくにっ しすけさけくに: ╀っさっくょっえ – ゃ 
おけくすけさせ, ′うおぇ あっ くぇこさぇゃうかしは お 
けすしすけえくうおせ, ゅょっ しけょっさあぇかうしぬ けぉ-
さっつひくくにっ あうゃけすうくおう. ]っえつぇし ゃに-
つっさおくっす うた うい しこうしおぇ, う こさけとぇえ, 
しっさょっつおけ きけかけょけっ, けすゃっいせす すっぉは 
くっゃっょけきけ おせょぇ. 』すけ ょぇかぬてっ? ]け-
あゅせす っゅけ くぇゃっさくはおぇ, ゃ おけくちっ-すけ 
おけくちけゃ, うかう こさけしすけ けてきひすおう くぇ 
こけきけえおせ ゃにおうくせす, つすけ あっ っとひ し 
くうき, ぉっいゅさってくにき, ょっかぇすぬ?

╃けおせさうゃ, は さってうか-すぇおう こけしきけ-
すさっすぬ ゃ けつっさっょくけえ さぇい くぇ ょけぉっさ-
きぇくぇ. ╇ つすけ すぇおけゅけ ゃ くひき ‶ぇゃかけゃくぇ 
くぇてかぇ? ′せ, ょぇ, すゃぇさのゅぇ いくぇすくぇは: 
ゅさせょぬ – おけかっしけき, ゅかぇいぇ くっくぇゃうしすぬの 
すぇお う こにかおぇのす, さぇいゃっ つすけ こさせすぬは 
おかっすおう くっ ゅさにいひす. ]うきこぇすうつくにえ 
いゃっさぬ, ゃっしぬ ゃ きっくは: すぇお きけかけょけしすぬ 
う ゃしこけきうくぇってぬ. ぁた, ゅょっ きけう しっき-
くぇょちぇすぬ かっす? ‶けしきけすさっか ぉに くぇ 
きっくは すけゅょぇ おすけ すぇお, おぇお けく, あうゃけ 
ぉに けゅさひぉ. ╇かう は: すせす せあ おぇお おぇさすぇ 
かはあっす. ┿ きけあっす, さぇいきはすぬしは, しすぇさう-
くけえ, すぇお しおぇいぇすぬ, すさはたくせすぬ? ╃ぇ う 
くぇ  ╁ぇえくっさぇ ったぇすぬ くっけたけすぇ: すぇき し 
ねすけえ こっくしうけくっさおけえ くぇゃっさくはおぇ しゃぇ-
さぇ さぇいゅけさうすしは, ぇ は けす しおぇくょぇかけゃ う 
おさうおけゃ せあっ せしすぇか. ′っす, は こけくうきぇの: 
かのぉけゃぬ お ぉさぇすぬはき しゃけうき きっくぬてうき 
– ねすけ しゃはすけっ, すせす は ょゃせきは させおぇきう 
«いぇ», くけ おけゅょぇ こさっょかぇゅぇってぬ ねすうき 
ぉぇぉせておぇき しぇきうき こけせたぇあうゃぇすぬ いぇ 

うた こけょけこっつくけえ ぉっいょけきくけえ しすぇっえ, 
ょぇ おけさきうすぬ っひ – くう ゃ おぇおせの! ╉け-
しすけつおせ, きけか, ゃにくっしせ うき うい しせこぇ, 
おぇておけえ こけおけさきかの, くけ すけかぬおけ 
いょっしぬ, ゃけいかっ こけょなっいょぇ. ′うおけきせ 
うた くっ けすょぇき, きけう けくう! ┿ゅぇ, すゃけう. 
╀にかう ぉに すゃけう, すぇお ょけきけえ ぉに ゃしの 
ょのあうくせ お しっぉっ いぇぉさぇかぇ, ょぇ ぉかけた 
せ くうた ゃにつひしにゃぇかぇ. ╇かう たけすは ぉに 
お くぇき こさうっいあぇかぇ, こてひくおけえ しゃけっえ 
うた おけさきうかぇ, ょぇ そっおぇかうう うい おかっす-
おう せぉうさぇかぇ. 〈ぇお ゃっょぬ くっす: すけ, つすけ  
っひ かのぉうきうちに いぇ こけしかっょくっっ ゃさっきは 
ょゃせた さっぉはすうてっお ゃけ ょゃけさっ こけおせしぇ-
かう, すぇお ねすけ ゃっょぬ くけさきぇかぬくぇは さっ-
ぇおちうは くぇ ょっすしおせの ぇゅさっししうの: いかにっ 
すっ しすぇかう, うしこけさつっくくにっ, くっ すけ, つすけ 
けくう ゃ こさっあくうっ ゅけょに: きに, ょっしおぇすぬ, 
こうけくっさぇきう ょぇ けおすはぉさはすぇきう ぉにかう. 
╃ぇ たけすぬ すうきせさけゃちぇきう, ひかおう ゃに 
いっかひくにっ! ╂けゃけさうてぬ, つすけ すに – たけ-
いはえおぇ, すぇお ゃけょう うた くぇ こけゃけょおっ, ょぇ 
おぇおぇておう し ゅぇいけくぇ いぇ くうきう せぉうさぇえ!

ぅ こさうしっか くぇ おけさすけつおう ゃけいかっ 
おかっすおう し ょけぉっさきぇくけき. ‶さうしきけ-
すさっかしは:

– ╁しひ, ぉせょってぬ せ きっくは ╃けぉさにき. 
╉ぇお すっぉっ くけゃけっ うきは – くさぇゃうすしは?

╁うょうきけ, くっ けつっくぬ: すけす ぇあ くけし 
いぇょさぇか う おかにおう きくっ ょっきけくしすさうさせ-
っす, くけ – きけかつうす. 》けさけてうえ, ゃけしこう-
すぇくくにえ きぇかぬつうお. 

– ╃けぉさにえ, うゅさぇすぬ ぉせょってぬ? – う 
こさけすはくせか っきせ こさうゅけさてくの しせたぇさう-
おけゃ, おけすけさにっ せ きっくは さぇしこうたぇくに 
こけ ゃしっき おぇさきぇくぇき, – ╅さぇすぬ たけ-
つってぬ, ╃けぉさにえ? ╉せてぇくぬおぇえ, たぇゃ-
つうお たけさけてうえ, しぇき あぇさうか. ╇かう すに 
さぇくぬてっ けょくうき きはしおけき こけすつっゃぇか-
しは? 〈ぇお ゃっょぬ くっすせ せ きっくは きはしおぇ, 
ょぇあっ ょけきぇ, う すけ けょうく しせこけゃけえ くぇ-
ぉけさ かっあうす. ┿ゅぇ, たけつってぬ: ゃけく おぇお 
しかのくおう-すけ こせしすうか.

¨こぇくぬおう. 〉ゃぇあぇの: しっか, う, おぇお 
くぇてぇ こさっこけょぇゃぇすっかぬくうちぇ こけ きぇすっ-
きぇすうおっ うい すったくうおせきぇ, さぇゃくけょせてくけ 
しきけすさうす, おぇお ぉせょすけ すっぉは すせす くっす. 
╋けかけょっち, し すぇおうき きけあくけ う けょうく 
くぇ けょうく こけぉぇかけゃぇすぬしは. ¨ぉけえょは 
ゃけおさせゅ さはょぇ おかっすけお, は けすおさにか いぇ-
ょくのの ょゃっさぬ ゃ っゅけ ゃけかぬっさつうお:

– ╇ょひてぬ?
╃ぇ, は ょせさぇお, こさうつひき – こしうたけ-

ゃぇくくにえ. ╃けぉさにえ しこけおけえくけ こさけたけ-
ょうす きうきけ きっくは, くっ かぇっす, う かうてぬ 
くったけすは けいうさぇっすしは. ¨ぉうょくけ ょぇあっ, 
くぇしおけかぬおけ ぉかぇゅけさけょくけ けく ねすけ ょっ-
かぇっす: おぇお ぉせょすけ くっ けく おさせすうす ゅけかけ-
ゃけえ こけしさっょう きうさぇ, ぇ くぇけぉけさけす. ╁けす 
ねすけ – こけさけょぇ! ╇ おすけ あっ っゅけ すぇおけゅけ 
ゃにぉさけしうか? ╇かう, きけあっす, けく ゃしひ あっ 
こけすっさはかしは? 》けすは: いぇ しすけかぬおけ ゃさっ-
きっくう, っしかう ぉに いぇたけすっかう, すけ くぇてかう 
ぉに. 』すけぉに さぇくぬてっ ゃさっきっくう くっ さぇ-
いけいかうすぬ こしぇ, は こさうしっか こっさっょ くうき:

– ╇ゅさぇすぬ ぉせき? – う ぉさけしうか ゃ しすけ-
さけくせ こぇかけつおせ. 

〈けす ょぇあっ ぉさけゃぬの くっ こけゃひか. 
– 〈ぇお, いくぇつうす, ゃ ねすせ うゅさせ くっ ぉせき. 

〈に つすけ, しさぇいせ ゃ ょけゅけくはかおう たけつってぬ? 
┿ くせ – しうょっすぬ! – う こけょくはか させおせ.

〉╁┿╅┿╄╋｠╄ 』╇〈┿〈╄╊╇!
]けけぉとぇっき, つすけ こけ すったくうつっしおうき こさうつうくぇき ょけこせとっくに しかっょせのとうっ けてうぉおう ゃ こせぉかう-

おぇちうはた:
1) ゃ わ97(9622) けす 26 ぇゃゅせしすぇ 2010 ゅけょぇ くぇ しすさぇくうちっ 14 ゃ さってっくうう ╃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 けす 19.08.2010 ゅけょぇ くっ せおぇいぇく くけきっさ さってっくうは. ‶せぉかうおせっき 
ゃっさくけっ くぇいゃぇくうっ さってっくうは:

«╃〉╋┿ ╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿ [╄【╄′╇╄ わ148 けす 19.08.2010 «¨ 
こさけっおすっ さってっくうは ╃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 «¨ ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ 
〉しすぇゃ ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ» う くぇいくぇつっくうう こせぉかうつくにた しかせてぇくうえ»;

2) ゃ わ109 (9634) けす 23 しっくすはぉさは 2010 ゅけょぇ くぇ こっさゃけえ こけかけしっ けこせぉかうおけゃぇくくせの 
うくそけさきぇちうの け さっいせかぬすぇすぇた こせぉかうつくにた しかせてぇくうえ, こさけゃっょっくくにた ╃せきけえ ╀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 07.09.2010 ゅけょぇ, しかっょせっす つうすぇすぬ:

[╄╆〉╊を〈┿〈｠ ‶〉╀╊╇』′｠》 ]╊〉【┿′╇╈ ‶¨ ‶[¨╄╉〈〉 [╄【╄′╇ぅ ╃〉╋｠ ╀╄[╄╆¨╁]╉¨-
╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ̈ ╉[〉╂┿ «¨ ╁′╄]╄′╇╇ ╇╆╋╄′╄′╇╈ ╁ 〉]〈┿╁ ╀╄[┱╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃-
]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿» けす 07.09.2010 ゅけょぇ.

[ぇししきけすさっゃ こさけっおす さってっくうは ╃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 «¨ ゃくっしっくうう 
ういきっくっくうえ ゃ 〉しすぇゃ ╀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», いぇしかせてぇゃ ょけおかぇょ いぇゃっょせのとっえ 
のさうょうつっしおうき けすょっかけき 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 ╉けかせこぇっゃけえ 
╋.╋., さっおけきっくょぇちうう こけしすけはくくけえ おけきうししうう こけ きっしすくけきせ しぇきけせこさぇゃかっくうの, せつうすにゃぇは 
ゃにしおぇいぇくくにっ こさっょかけあっくうは, せつぇしすくうおう こせぉかうつくにた しかせてぇくうえ

さっおけきっくょせのす:
‶さうくはすぬ こさけっおす さってっくうは ╃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 «¨ ゃくっしっくうう うい-

きっくっくうえ ゃ 〉しすぇゃ ╀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».
‶さっょしっょぇすっかぬしすゃせのとうえ ╄.]. ╂けゃけさせたぇ, cっおさっすぇさぬ ╁.╇. ╉ぇきぇっゃぇ.

[っょぇおちうは こさうくけしうす ういゃうくっくうは つうすぇすっかはき いぇ ょけこせとっくくにっ けてうぉおう.

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

╆ぇおぇいつうお: 〉こさぇゃかっくうっ おせかぬすせさに う しこけさすぇ ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ.
┿ょさっし いぇおぇいつうおぇ: 623700, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 1ぇ.
〉こけかくけきけつっくくにえ けさゅぇく: ┿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.
┿ょさっし せこけかくけきけつっくくけゅけ けさゅぇくぇ: 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.
‶さけゃっょっくうっ けすおさにすけゅけ ぇせおちうけくぇ ゃけいかけあっくけ くぇ ╄ょうくせの おけきうししうの こけ さぇいきっとっくうの きせくうちうこぇかぬくけゅけ いぇおぇいぇ 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 (ょぇかっっ – ╄ょうくぇは おけきうししうは).
╉けくすぇおすくけっ かうちけ: ╋せしうくぇ 〉かぬはくぇ ╁ぇかっさぬっゃくぇ, すっか./そぇおし (34369) 4-33-60,  ねか.ぇょさっし: musina_uv@admbgo.ru, [っこうく ╉うさうかか ┿かっお-

しぇくょさけゃうつ,  すっか. 8-904-541-77-79.
‶さっょきっす ぇせおちうけくぇ: ‶けしすぇゃおぇ う きけくすぇあ つっすにさった しぉけさくにた おけきぉうくうさけゃぇくくにた ゅけさけお (おぇしおぇょけゃ) ょかは くけゃけゅけょくっゅけ ゅけさけょおぇ.
′ぇつぇかぬくぇは (きぇおしうきぇかぬくぇは) ちっくぇ おけくすさぇおすぇ: 999 000 させぉかっえ.
╋っしすけ こけしすぇゃおう すけゃぇさぇ (ゃにこけかくっくうは さぇぉけす, けおぇいぇくうは せしかせゅ): 623700, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 

〈けさゅけゃぇは こかけとぇょぬ.
╃けおせきっくすぇちうは けぉ ぇせおちうけくっ さぇいきっとっくぇ くぇ けぉかぇしすくけき しぇえすっ: http://zakupki.midural.ru:8080. 
╃けおせきっくすぇちうの けぉ ぇせおちうけくっ きけあくけ こけかせつうすぬ こけ ぇょさっしせ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., 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. 315, ゃ さぇぉけつうっ ょくう 

し 9.00 ょけ 18.00 (けぉっょ し 13.00 ょけ 14.00) こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう し きけきっくすぇ けこせぉかうおけゃぇくうは ういゃっとっくうは け こさけゃっょっくうう けすおさにすけゅけ ぇせおちうけくぇ 
ょけ ょぇすに う ゃさっきっくう くぇつぇかぇ さぇししきけすさっくうは こさっょしすぇゃかっくくにた いぇはゃけお くぇ ぇせおちうけく. ]すけうきけしすぬ おけこうう ょけおせきっくすぇちうう けぉ ぇせおちうけくっ くぇ ぉせきぇあくにた 
くけしうすっかはた しけしすぇゃかはっす 2 させぉ. いぇ 1 かうしす (′╃] くっ けぉかぇゅぇっすしは), くぇ ねかっおすさけくくにた くけしうすっかはた ょけおせきっくすぇちうは けぉ ぇせおちうけくっ こさっょけしすぇゃかはっすしは 
ぉっしこかぇすくけ.

╋っしすけ, ょぇすぇ う ゃさっきは こさっょしすぇゃかっくうは いぇはゃけお くぇ ぇせおちうけく: こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう ゃ さぇぉけつうっ ょくう し 9.00 ょけ 18.00 (けぉっょ し 13.00 
ょけ 14.00) し 08 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ ょけ 09.30 つぇしけゃ 24 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: 623701, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., 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. 315. 

╋っしすけ, ょっくぬ う ゃさっきは くぇつぇかぇ さぇししきけすさっくうは いぇはゃけお: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, 24 くけはぉさは 2010 
ゅけょぇ し 09.30 つぇしけゃ こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう.

╋っしすけ, ょぇすぇ う ゃさっきは こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ: ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., 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. 315 (うかう ぇおすけゃにえ いぇか 
お.211), 30 くけはぉさは  2010  ゅけょぇ  ゃ 10.00 つぇしけゃ こけ きっしすくけきせ ゃさっきっくう.



Ïîíåäåëüíèê, 8 íîÿáðÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00  «7 ╃′╄╈» 
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 22.00 «‶¨╉〉【╄′╇╄». 〈/]
10.00  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
11.00, 02.50 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)  
12.00, 17.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «╋｠ - 〈┿〈┿[｠». 〈/《 
13.30 «‶〉〈を» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿  
14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»  
14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄).  
14.45 «〈┿╋』｠-【¨〉». 〈╄╊╄╁╇╉〈¨[╇′┿ ╃╊ぅ 【╉¨╊を-

′╇╉¨╁ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.15 «╀╇′╃╇- ╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ╃╅〉′╂╊╄╈». 〈/《 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄) 
15.40 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»
15.55, 01.20 «╋╇╊¨]╄[╃╇╄». 〈/《 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00, 00.30 «]¨╉[¨╁╇】┿ ╃┿╋┿]╉┿». 〈/]
20.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
23.00 «╅〉[¨╁». 〈/]  
00.00 «╂[┿′╇ «[〉╀╇′┿»
02.30 «╁ ╂¨]〈ぅ》 〉 ]┿╊┿╁┿〈┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
03.00  〈╄╊╄《╇╊を╋  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 ╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 ╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!
10.50 ╅╉》
12.20 ╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[
13.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 ‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 》¨』〉 ╆′┿〈を
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ
18.00 ′¨╁¨]〈╇
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 ╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!
20.00 ╅╃╇ ╋╄′ぅ
21.00 ╁[╄╋ぅ
21.30 〈/] «‶¨╀╄╂»
22 .30  〈/]  «‶¨╃‶¨╊を′┿ぅ 

╇╋‶╄[╇ぅ»
23.50 《〉〈╀¨╊. 』╄╋‶╇¨′┿〈 

[¨]]╇╇. XXVII 〈〉[. «[〉-
╀╇′» - «]‶┿[〈┿╉»

02.00 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ ╂¨╃┿»
04.05 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «╃╄〈╇ ╇╆ ‶[¨╀╇[╉╇»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╃╁¨[╇╉»
15.25 «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╋┿╊｠【╇!
2 1 . 0 0  〈 / ]  « ╂ ┿ ╇ 【 ′ ╇ ╉ ╇ . 

‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄»
23.15 ╁╄]〈╇+
23.35 》/《 «╋╄]〈¨ ╁]〈[╄』╇ 

╇╆╋╄′╇〈を  ′╄╊を╆ぅ» , 
1 ]╄[╇ぅ

00.55 ╃/《 «ぅ - ╉╇╀¨[╂. 』╄╊¨╁╄╉ 
╀〉╃〉】╄╂¨. ╉┿╉╇╋╇ ╋｠ 
╀〉╃╄╋»

01.45 》/《 «┿╃ ╁ ‶¨╃′╄╀╄]を╄»

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

【╄]〈╁╇╄
10.00 ]╄╂¨╃′ぅ
10.20 』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄
10.55 ╃¨ ]〉╃┿
12.00 ]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》
13.00 ]╄╂¨╃′ぅ
13.30 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
15.30, 18.30 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄
16.00 ]╄╂¨╃′ぅ
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 

╋〉》〈┿[┿»
19.00 ]╄╂¨╃′ぅ
19.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈»
21.30 〈/] «╀[┿〈┿′｠»
23.15 ]╄╂¨╃′ぅ
23.35 』╄]〈′｠╈ ‶¨′╄╃╄╊を′╇╉
00.25 【╉¨╊┿ ╆╊¨]╊¨╁╇ぅ
01.15 《〉〈╀¨╊を′┿ぅ ′¨』を
01.50 》/《 «╁¨[｠ ╇ ‶[¨]〈╇-

〈〉〈╉╇»
04.00 ¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00, 15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «]¨[¨╉ ‶╄[╁｠╈»
12.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.40 〈[╇′┿╃『┿〈を ‶╊ぃ]
13.20 ╋〉╆╄╇ ╋╇[┿
13.50 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を «╀[┿〈をぅ 

╇ ╊╇╆┿»
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.05 》/《 «╁┿╊╄[╉┿, [ぁ╋╉┿ +...»
16.35 ╃/] «╃′╄╁′╇╉ ╀¨╊を【¨╈ 

╉¨【╉╇»
17.05 ] ‶¨〈¨╊╉┿
18.05 XI ╋╄╅╃〉′┿[¨╃′｠╈ ╉¨′-

╉〉[] ぃ′｠》 ╋〉╆｠╉┿′〈¨╁ 
«】╄╊╉〉′』╇╉»

19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ]┿〈╇. ′╄]╉〉』′┿ぅ ╉╊┿]]╇╉┿...
20.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.15 ¨]〈[¨╁┿
22.00 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
22.45 ¨╊╄╂ 〈┿╀┿╉¨╁. ╁ ‶¨╇]-

╉┿》 [┿╃¨]〈╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╁╄╊╇╉┿ぅ 〈｠]ぅ』┿»
01.40 〈/] «╊〉』【╇╄ ╇╆ ╋¨╊¨╃｠》»
02.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
9.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
9.45 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.15 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
10.45 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
11.20 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》» 
11.50, 02.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
13.45 «[｠╀┿╊╉┿»
14.00, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
14.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.20, 01.25 TOP GEAR 
15.20 ┿╉┿╃╄╋╇』╄]╉┿ぅ ╂[╄╀╊ぅ
16.15 《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿
17.05 《〉〈╀¨╊. «]╇╀╇[を» - «╆╄-

′╇〈» (]‶╀)
19.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.50 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
20.00 «10 +» 
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.00 ╀¨╉]
22.10 》/《 «╉[┿》»
00.20, 02.25 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿» 
03.55 》¨╉╉╄╈. ]〉‶╄[]╄[╇ぅ 

[¨]]╇ぅ - ╉┿′┿╃┿. ╋¨╊¨-
╃╄╅′｠╄ ]╀¨[′｠╄

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «〉╊╇『┿ ‶¨╊′┿ ′╄¨-

╅╇╃┿′′¨]〈╄╈»
9.55 «╉〉╊を〈〉[′｠╈ ¨╀╋╄′»
10.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «¨》¨〈┿ ′┿ «╁╄[╁¨╊を《┿». 

╀¨╄╁╇╉
13.40 《╇╊を╋ ╊╄¨′╇╃┿ ╋╊╄』╇′┿
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
18.45 〈/] «〈┿′╉╄[ «〈┿′╂¨»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.35 ]¨╀｠〈╇ぅ
21 .00  》 /《  «]』┿]〈を╄  ‶¨ 

[╄『╄‶〈〉»
22.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.05 «╉〉╊を〈〉[′｠╈ ¨╀╋╄′»
00.35 «‶〉┿[¨ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇». 

╃╄〈╄╉〈╇╁
02.35 》/《 «‶¨『╄╊〉╈ ╃[┿╉¨′┿»
04.20 》/ “╄]╊╇ ╋¨╅╄【を, 

‶[¨]〈╇...”

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 〈┿╉]╇
7.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
1 0 . 3 0  〈 / ]  « ] 』 ┿ ] 〈 ╊ ╇ ╁ ｠ 

╁╋╄]〈╄»
11.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 〈/] «╂〉╋┿′¨╇╃｠ ╁ 

╉¨[¨╊┱╁╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.05 》/《 «ぁ╈] ╁╄′〈〉[┿ 

╋╊┿╃【╇╈»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
1 9 . 3 0  〈 / ]  « ] 』 ┿ ] 〈 ╊ ╇ ╁ ｠ 

╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
2 0 . 3 0  〈 / ]  « [ ╄ ┿ ╊ を ′ ｠ ╄ 

‶┿『┿′｠»
21 . 00  》 /《  «‶[╇【╄╊を『｠ 

′┿ 』╄[╃┿╉╄»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉╊┿]]»
01.50 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «╊┿╁╉┿ 』〉╃╄]»
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.45 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
6.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «╋┿]╉╇-【¨〉»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 
10.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
11.30 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂»
14.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
14.20 》/《 «′╄ ╂¨[ぃ╈!»
16.30 «¨〈╉»
16.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.00 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «╁¨[¨【╇╊¨╁]╉╇╈ 

]〈[╄╊¨╉»
23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
00.10 «¨〈╉»
00.30 «╋┿]╉╇-【¨〉»
01.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
02.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
04.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╃╁╄′┿╃『┿〈を ╃[〉╆╄╈ 

¨〉【╄′┿»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╊╇』′¨╄ ╃╄╊¨ ╉┿‶╇-

〈┿′┿ [ぃ╋╇′┿»
22.00 «╋¨╊』┿′╇╄ 】╄′ぅ〈»
23.00  «╃〉[┿╉╇,  ╃¨[¨╂╇, 

╃╄′を╂╇»
00.00 «〈[╇ 〉╂╊┿»
0 1 . 0 0  « [ ╄ ‶ ¨ [ 〈 ╄ [ ] ╉ ╇ ╄ 

╇]〈¨[╇╇»
01.45 》/《 «╆┿╋¨╉»
04.00 «╋¨╊』┿′╇╄ 】╄′ぅ〈»
05.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
05.30 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╉┿′┿╊

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
10 . 00  ╉¨╋╄╃╇ぅ  «╋┿╈¨[ 

‶╄╈′»
11.50 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
13.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
14.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉┿ぅ ╉¨╋╄-

╃╇ぅ «┿′╂╄╊｠ 』┿[╊╇»
23.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41. ]╁╄[》 

‶╊┿′┿»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃╄′を [¨╅-

╃╄′╇ぅ»
03.25 ╋╇]〈╇』╄]╉┿ぅ ╃[┿╋┿ 

«╆┿』┿[¨╁┿′′｠╄»
05.10 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «]¨╀｠〈╇ぅ ′╄╃╄╊╇»
6.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «]¨-
╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.15 ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
9.40 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
10.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
12.45, 13.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05, 18.30 〈/] «[〉]]╉╇╄ ┿╋┿╆¨′╉╇»
15.05 ╃/《 «ぃ[╇╈ ╅╇╁┿╂¨»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05, 22.00 〈/] «╉┿╆〉] ╉〉╉¨『╉¨╂¨»
17.10 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 00.30, 04.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «]¨╀｠〈╇ぅ. 

╇〈¨╂╇»
20.30, 04.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. 〈[〉╃¨╁｠╄ 

¨〈′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

′¨ぅ╀[を ┿╄′╃┿ ′┿╋┿╆ 〉╉〉 ╁┿╉｠〈╊┿[｠ 
([┿]‶╇]┿′╇╄ ‶ぅ〈╇╉[┿〈′｠》 ′┿╋┿╆¨╁ ′┿ ′¨ぅ╀[を)

╃
く

う
 く

っょ
っか

う

′
けは

ぉさ
ぬ

╇
さす

蔭く
ゅっ

 
(せ

すさ
っく

く
う

え
)

╉
けは

て
 つ

に
ゅせ

 
(ゃ

けし
たけ

ょ
)

院
えか

蔭 
(こ

けか
せょ

っく
くに

え)

╇
おっ

く
ょ

っ 
(こ

さっ
ょ

-
ゃっ

つっ
さく

う
え

)

┿
たて

ぇき
 

(ゃ
っつ

っさ
く

う
え

)

ぅ
しす

允 
(く

けつ
く

けえ
)

   
  ╆

陰か
おぇ

ゅぬ
ょ

蔭 
—

 
   

い陰
か

たう
一

一
蔭 

  ┿
すく

ぇ 
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ïë 3 06.41 08.11 13.20 15.16 17.10 18.40 27 ô殴ë
ôö 4 06.43 08.13 13.20 15.14 17.08 18.38 28 ä殴Ö
äö 5 06.45 08.15 13.20 15.12 17.06 18.36 29 苑Ü½
ïß 6 06.47 08.17 13.20  15.10 17.03 18.33 30 üó½
çï 7 06.49 08.19 13.20 15.09 17.01 18.31 1 　¡ü
äÖ 8 06.52 08.22 13.20 15.07 16.59 18.29 2 Ñ甥ü
çö 9 06.54 08.24 13.20 15.05 16.57 18.27 3 ïóü
ïë 10 06.56 08.26 13.20 15.03 16.55 18.25 4 ô殴ë
ôö 11 06.58 08.28 13.20 15.01 16.53 18.23 5 ä殴Ö
äö 12 07.00 08.30 13.20 14.59 16.51 18.21 6 苑Ü½
ïß 13 07.03 08.33 13.20 14.58 16.49 18.19 7 üó½
çï 14 07.05 08.35 13.20 14.56 16.48 18.18 8 　¡ü
äÖ 15 07.07 08.37 13.20 14.54 16.46 18.16 9 Ñィü
çö 16 07.09 08.39 13.20 14.53 16.44 18.14 10 ïóü
ïë 17 07.11 08.41 13.20 14.51 16.42 18.12 11 ôキë
ôö 18 07.13 08.43 13.20 14.50 16.41 18.11 12 äキÖ
äö 19 07.15 08.45 13.20 14.48 16.39 18.09 13 ゎÜ½
ïß 20 07.17 08.47 13.20 14.47 16.37 18.07 14 üó½
çï 21 07.19 08.49 13.20 14.46 16.36 18.06 15 　¡ü
äÖ 22 07.21 08.51 13.20 14.44 16.34 18.04 16 Ñ甥ü
çö 23 07.23 08.53 13.20 14.43 16.33 18.03 17 ïóü
ïë 24 07.25 08.55 13.20 14.42 16.31 18.01 18 ô殴ë
ôö 25 07.27 08.57 13.20 14.41 16.30 18.00 19 ä殴Ö
äö 26 07.29 08.59 13.20 14.39 16.29 17.59 20 苑Ü½
ïß 27 07.31 09.01 13.20 14.38 16.28 17.58 21 üó½
çï 28 07.33 09.03 13.20 14.37 16.26 17.56 22 　¡ü
äÖ 29 07.35 09.05 13.20 14.36 16.25 17.55 23 Ñ甥ü
çö 30 07.37 09.07 13.20 14.36 16.24 17.54 24 ïóü

6 - 7 くけはぉさは — き陰ぉ蔭さ蔭お ╆陰かたう一一蔭 ぇっ ぉぇてかぇくぇ, くぇつうくぇっすしは ぉかぇゅけしかけゃっくくにえ きっしはち ╆せかぬ-たうょああぇ.
15 くけはぉさは, 9 い陰かたう一一蔭 — ╂ぇさ蔭そ蔭 お陰くっ, ╃っくぬ しすけはくうは くぇ ゅけさっ ┿さぇそぇ.
16 くけはぉさは, 10 い陰かたう一一蔭 — ╉けさぉぇく ゅぇっすっ, ‶さぇいょくうお あっさすゃけこさうくけてっくうは.
17 - 19 くけはぉさは, 11 - 13 い陰かたう一一蔭 — 〈蔭てさうお お陰くく蔭さっ, ╃くう 〈ぇてさうお.

╀〉[╄′╇╄"]╉╁┿╅╇′
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
:/;2:/;2/46/874

[╄╉╊┿╋┿

】╄╀╄′を."¨〈]╄╁."
〈¨[《."′┿╁¨╆."
‶╄]¨╉"けす"3"おせぉ0"き
┶0":/;34/48/;3/472

[╄╉╊┿╋┿┶┴┩┥┷┩┶┵╃"
《》〉╈╄╆╉｠"

《》〉╈〉╆〉[ぉ『』╆╉〈〈ぇ‒""
』〉╆╄》〉╆0

6/:6/:7."6/;5/35
づぎとずんぜん

"
╊╄]〈′╇『｠."‶╄[╇╊┿."
╆┿╀¨[｠."╁¨[¨〈┿0"

[╄
╉╊

┿╋
┿

$H<:GU?"BA>?EBY

:/;44/346/::/6:

[╄
╉╊

┿╋
┿

┬┫┦┩┽┩┱┬┩"┲"┳┴┲┦┩┨┩┱┬┬"┵┲┥┴┤┱┬╃"┳┲"┵┲┧┯┤┵┲┦┤┱┬╂"
┰┩┵┶┲┳┲┯┲┪┩┱┬╃"┧┴┤┱┬┺┿"┫┩┰┩┯╀┱┲┧┲"┷┻┤┵┶┮┤

¨¨¨"Å¨┿╆╇]Ç"*ゅ0"╀っさひいけゃしおうえ."せか0"〈っぇすさぇかぬくぇは.";+"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."し"おぇょぇしすさけゃにき"わ88857<2443239<449."さぇしこけかけあっくくけゅけ"こけ"ぇょさっしせ<"ゅ0"
╀っさひいけゃしおうえ."おけか0"しぇょ0"わ42."せつぇしすけお"わ3590
╆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"╁けたきうく"╁0╁0
]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"28"ょっおぇ/

ぉさは"4232"ゅけょぇ"ゃ"38022"こけ"ぇょさっしせ<"ゅ0"╀っさひいけゃしおうえ."せか0"〈っぇすさぇかぬくぇは.";."おぇぉ0"32;0
′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0"
╀っさひいけゃしおけき."おけか0"しぇょ0"わ42"せつ/おう"35:."359"ぇ"う"せか0"¨おすはぉさぬしおぇは."5;."
せか0"╊っしくぇは."38"う"こさっょしっょぇすっかぬ"おけか0"しぇょぇ0
]"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"¨¨¨"

Å¨ぇいうしÇ"
*ゅ0"╀っさひいけゃしおうえ."せか0"〈っぇすさぇかぬくぇは.";."おぇぉ0"32;+0"
╁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"38"くけはぉさは"こけ"28"ょっおぇぉさは"4232"ゅけょぇ"こけ"ぇょさっしせ<"ゅ0"╀っさひいけゃしおうえ."せか0"
〈っぇすさぇかぬくぇは.";."おぇぉ0"32;0"



3 íîÿáðÿ
2010 ãîäà6 Âòîðíèê, 9 íîÿáðÿ ÒÂ

Ñðåäà, 10 íîÿáðÿ

‶っさゃにえ 〈╁『

‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00, 22.00 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ]┿′╃¨╉┿′┿». 〈/] 
10.00 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《
10.30 ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈
11.00, 02.30 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
12.00, 17.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
13.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
13.30 «‶[╇[¨╃┿ ┿ ╁┿] ╃¨╋┿». ╃/]
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.45, 02.05 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を…» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.15 «〈╇′-╉╊〉╀»
15.40 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.55, 01.20 «╋╇╊¨]╄[╃╇╄». 〈/《 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
19.00, 00.30 «]¨╉[¨╁╇】┿ ╃┿╋┿]╉┿». 〈/]
20.30 «╁ ╂¨]〈ぅ》 〉 ]┿╊┿╁┿〈┿»
23.00 «╅〉[¨╁». 〈/]
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
03.00 〈╄╊╄《╇╊を╋  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «‶¨╉〉【╄′╇╄». 〈/] 
10.00, 02.05 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
10.45, 02.50 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00  ╉¨′『╄[〈 ╇╆ ‶╄]╄′ ╉¨╋‶¨╆╇〈¨[┿ ]┿[｠ 

]┿╃｠╉¨╁¨╈
11.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00, 17.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «╋｠ - 〈┿〈┿[｠». 〈/《     
13.30 «╂[┿′╇ «[〉╀╇′┿»
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.45 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ¨]〈┿′¨╁╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
15.15 «╉╊┿]]′┿ぅ [┿╀¨〈┿»
15.30 «╀╇′╃╇ - ╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ╃╅〉′╂╊╄╈». 〈/《 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.55, 01.20 «╋╇╊¨]╄[╃╇╄». 〈/《 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «]¨╉[¨╁╇】┿ ╃┿╋┿]╉┿». 〈/]
20.30, 00.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» 
22.00 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ]┿′╃¨╉┿′┿». 〈/]
23.00 «╅〉[¨╁». 〈/]
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
03.00 〈╄╊╄《╇╊を╋  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 ╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 ╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!
10.50 ╅╉》
12.20 ╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[
13.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 ‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 》¨』〉 ╆′┿〈を
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 ╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!
20.00 ‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈
21.00 ╁[╄╋ぅ
21.30 〈/] «╂┿[┿╅╇»
22.30 ]‶╄『[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄. 

«[ぅ╅╄′｠╄»
23.30, 03.00 ′¨╁¨]〈╇
23.50 〈/] «╁[┿〈┿»
00.40 》/《 «╁╆╊╄〈｠ ╇ ‶┿╃╄′╇ぅ: 

╇]〈¨[╇ぅ ╃をぃ╇ ╉¨╉]┿»
03.05 》/《 «‶[╇╋┿′╉┿: ╁〈¨[¨╄ 

¨╀¨╊を】╄′╇╄»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00, 14.00, 16.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.50 〈/] «╃╁¨[╇╉»
15.25 «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈′╄[｠»
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╂┿╇【′╇╉╇. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
23.15 ╁╄]〈╇+
23.35 》/《 «╋╄]〈¨ ╁]〈[╄』╇ ╇╆-

╋╄′╇〈を ′╄╊を╆ぅ»
01.00 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
01.40 〈/] «╃╄╁〉【╉┿-]‶╊╄〈′╇『┿ - 2»
02.30 》/《 «╀┿〈┿╊を¨′｠ ‶[¨]ぅ〈 

¨╂′ぅ»
03.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

【╄]〈╁╇╄
10.00 ]╄╂¨╃′ぅ
10.20 』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄
10.55 ╃¨ ]〉╃┿
12.00 ]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》
13.00 ]╄╂¨╃′ぅ
13.30 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
15.30, 18.30 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄
16.00 ]╄╂¨╃′ぅ
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 

╋〉》〈┿[┿»
19.00 ]╄╂¨╃′ぅ
19.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈»
21.30 〈/] «╀[┿〈┿′｠»
23.15 ]╄╂¨╃′ぅ
23.35 〈/] «』┿] ╁¨╊╉¨╁┿»
00.30 ╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿
01.05 》/《 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]′｠╈ 

‶[╄]〈〉‶′╇╉»
0 3 . 0 5  〈 / ]  « ╉ ¨ ] ╁ ╄ ′ ′ ｠ ╄ 

〉╊╇╉╇»
04.05 ¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
1 0 . 4 0  》 / 《  « ] ╊ 〉 』 ┿ ╈ ′ ┿ ぅ 

╁]〈[╄』┿»
12.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.00 ¨╊╄╂ 〈┿╀┿╉¨╁. ╁ ‶¨╇]-

╉┿》 [┿╃¨]〈╇
13.45 ‶ぅ〈¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄
14.10 》/《 «╀╄╊｠╄ ¨╃╄╅╃｠», 

1 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.05 》/《 «]¨』╇′╄′╇╄»
16.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.05 XI ╋╄╅╃〉′┿[¨╃′｠╈ ╉¨′-

╉〉[] ぃ′｠》 ╋〉╆｠╉┿′〈¨╁ 
«】╄╊╉〉′』╇╉»

20.55 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
21.10 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
21.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
22.05 ┿‶¨╉[╇《
22.45 ¨. 〈┿╀┿╉¨╁. ╁ ‶¨╇]╉┿》 

[┿╃¨]〈╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╁╄╊╇╉┿ぅ 〈｠]ぅ』┿»
01 . 55  ╃ /《  «╉¨′╄『  ╁]╄ -

╊╄′′¨╈»

6.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05, 20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
9.15, 20.00 «10 +» 
9.45 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
10.05 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
10.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
10.55 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
11.10 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
11.40 ╁¨╊╄╈╀¨╊. 』╄╋‶╇¨′┿〈 

╋╇[┿. ╅╄′】╇′｠
13.30 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿»
14.00, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
14.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.20 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - ╉┿′┿╃┿. 

╋¨╊¨╃╄╅′｠╄ ]╀¨[′｠╄
16.35, 01.20 TOP GEAR
17.35 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
18.25 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30 ╉┿╋╄[〈¨′ 
20.20 ╁╄]〈╇ ′┿]〈¨╊を′¨╂¨ 

〈╄′′╇]┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 ╋-1
22.00 》/《 «╂[┿╀╄╅»
00.20, 02.20 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
02.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
03.35 〈╄′′╇]. ]【┿ - ╇〈┿╊╇ぅ

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «┿′╇]╉╇′ ╇ 《┿′〈¨╋┿]»
11.10, 15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «¨》¨〈┿ ′┿ «╁╄[╁¨╊を《┿». 

╀¨╄╁╇╉
13.40 《╇╊を╋ ╊. ╋╊╄』╇′┿
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.25 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
18.45 〈/] «〈┿′╉╄[ «〈┿′╂¨»
19.55 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇. 

«【╉¨╊を′｠╄ ╂¨╃｠»
20.30, 23.35 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «]』┿]〈を╄ ‶¨ [╄-

『╄‶〈〉»
22.45 «]〈[╄╊╉╇». 《╇╊を╋ ╇╆ 

『╇╉╊┿ «╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ 
╁╇′｠»

00.05 «[┿╆｠]╉╇╁┿╄〈]ぅ ╂╄[¨╈». 
╀¨╄╁╇╉

01.50 «‶〉┿[¨ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇»
03.50 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁′¨╄ ┿╂╄′〈-

]〈╁¨ «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 〈┿╉]╇
7.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╉╊┿]]»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 〈/] «╇′〈╄[′｠»
11.00 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 〈/] «╂〉╋┿′¨╇╃｠ ╁ ╉¨-

[¨╊┱╁╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «‶[╇【╄╊を『｠ ′┿ 

』╄[╃┿╉╄»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «′╇╉╉╇ - ╃をぅ╁¨╊ 

╋╊┿╃【╇╈»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉╊┿]]»
01.50 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «‶¨╃]〈┿╁┿»
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.35 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 «¨〈╉»
11.20 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂»
14.00 》/《 «╁¨[¨【╇╊¨╁]╉╇╈ 

]〈[╄╊¨╉»
15.50 «╂╄¨╂[┿《╇ぅ ]╄╋を╇»
16.10 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
16.30 «¨〈╉»
16.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.00 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «‶¨╀╄╂»
23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
23.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
00.40 «╋┿]╉╇-【¨〉»
01.10 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╀╄╊｠╈ 【〉╋: ]╇ぅ′╇╄»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╊╇』′¨╄ ╃╄╊¨ ╉┿‶╇-

〈┿′┿ [ぃ╋╇′┿»
22.00 «¨‶┿]′｠╄ ¨╃′¨╉╊┿]]-

′╇╉╇»
23.00 «╃〉[┿╉╇, ╃¨[¨╂╇, ╃╄′を╂╇»
00.00 》/《 «╂¨[¨╃]╉╇╄ ╊╄╂╄′╃｠»
01.55 «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈╁╄′′¨╄»
03.35 «¨‶┿]′｠╄ ¨╃′¨╉╊┿]-

]′╇╉╇»
04.35 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-

′╄〈┿»

6.00 ╋/] «〈[┿′]《¨[╋╄[｠. 
ぁ′╄[╂¨′»

6.55 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
7.00 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ╁〉╃╇ 

╇ ╄╂¨ ╃[〉╆╄╈»
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
] 10.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉┿ぅ ╉¨╋╄-

╃╇ぅ «┿′╂╄╊｠ 』┿[╊╇-2»
23.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41. ]╁╄[》 

‶╊┿′┿»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 ╀¨╄╁╇╉ «╅┿╅╃┿ ]╋╄[-

〈╇ - 4»
02.55 〈[┿╂╇╉¨╋╄╃╇ぅ «╋╇╉╉╇-

╀〉 ╇ ぅ»
04.45 〈/] «╋¨ぅ ╉¨╋┿′╃┿»

5.20, 9.40, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ╃/《 «ぃ[╇╈ ╅╇╁┿╂¨»
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. 〈[〉╃¨╁｠╄ ¨〈-

′¨【╄′╇ぅ»
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «]¨-
╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.15 «╂〉[╋ぁ»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10«╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
11.40 «╁╊┿]〈を ′┿[¨╃┿»
12.45, 13.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
13.10 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
14.05, 18.30 〈/] «[〉]]╉╇╄ ┿╋┿╆¨′╉╇»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05, 22.00 〈/] «╉┿╆〉] ╉〉╉¨『╉¨╂¨»
17.10 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
18.10, 00.30, 04.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «]¨╀｠〈╇ぅ. 

╇〈¨╂╇»
20.30, 04.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 ]╁┿╃╄╀′｠╈ ‶╄[╄‶¨╊¨》

5.00 ╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 ╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!
10.50 ╅╉》
12.20 ╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[
13.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 ‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 》¨』〉 ╆′┿〈を
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ
18.00 ′¨╁¨]〈╇
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 ╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!
20.00 ‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈
21.00 ╁[╄╋ぅ
21.30 〈/] «╂¨╊¨]┿»
22.30 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ. «╁╄[-

′╇〈╄ ′┿【╇ ╃╄′を╂╇»
23.30 ′¨╁¨]〈╇
23.50 〈〉[ ╃╄ 《[┿′]
00.50 》/《 «╋¨╊¨╃¨╅╄′｠»
02.40 》/《 «〈¨〈, ╉〈¨ ╋╄′ぅ 

╀╄[╄╅╄〈»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╃╁¨[╇╉»
15.25 «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 》/《 «╋╄]〈¨ ╁]〈[╄』╇ ╇╆-

╋╄′╇〈を ′╄╊を╆ぅ»
22.25 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
22.40 ╁╄]〈╇+
23.00 ╉¨′『╄[〈, ‶¨]╁ぅ】╄′′｠╈ 

╃′ぃ ╋╇╊╇『╇╇
01.20 〈/] «╃╄╁〉【╉┿-]‶╊╄〈′╇『┿ - 2»
02.15 》/《 «╀┿〈┿╊を¨′｠ ‶[¨]ぅ〈 

¨╂′ぅ», 2 ]╄[╇ぅ
03.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

【╄]〈╁╇╄
10.00 ]╄╂¨╃′ぅ
10.20 』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄
10.55 ╃¨ ]〉╃┿
12.00 ]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》
13.00 ]╄╂¨╃′ぅ
13.30 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
15.30, 18.30 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄
16.00 ]╄╂¨╃′ぅ
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 

╋〉》〈┿[┿»
19.00 ]╄╂¨╃′ぅ
19.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈»
21.30 〈/] «╀[┿〈┿′｠»
23.15 ]╄╂¨╃′ぅ
23.35 〈/] «』┿] ╁¨╊╉¨╁┿»
00.30 》/《 «╃╅¨′ ╉をぃ»
0 3 . 0 5  〈 / ]  « ╉ ¨ ] ╁ ╄ ′ ′ ｠ ╄ 

〉╊╇╉╇»
04.05 ¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿

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

╁〈[┿╉»
12.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
13.00 ¨. 〈┿╀┿╉¨╁. ╁ ‶¨╇]╉┿》 

[┿╃¨]〈╇
13.45 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ 

]╄╊┿
14.10 》/《 «╀╄╊｠╄ ¨╃╄╅╃｠», 

2 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.05 》/《 «]〈┿╊を′¨╄ ╉¨╊╄』╉¨»
16.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
22.00 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
22.45 ¨. 〈┿╀┿╉¨╁. ╁ ‶¨╇]╉┿》 

[┿╃¨]〈╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╊╄╁ ╆╇╋¨╈», 1 ╇ 2 

]╄[╇╇
01.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 TOP GEAR
7.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
9.15, 20.00 «10 +» 
9.35 ╁╄]〈╇ ′┿]〈¨╊を′¨╂¨ 〈╄′′╇]┿
9.45 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
10.00 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
10.40 ╉┿╋╄[〈¨′ 
11.10 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
11.40, 12.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
14.00, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
14.10, 00.10, 02.55 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.25, 04.10 «[｠╀┿╊╉┿»
14.40 ╁¨╊╄╈╀¨╊. 』╄╋‶╇¨′┿〈 

╋╇[┿. ╅╄′】╇′｠
16.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
17.05 》/《 «╂[┿╀╄╅»
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.00 《〉〈╀¨╊. «╆╄′╇〈» - 『]╉┿
00.25 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
00.55 《〉〈╀¨╊. «╋┿′』╄]〈╄[ 

]╇〈╇» - «╋┿′』╄]〈╄[ 
ぃ′┿╈〈╄╃»

03.05 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
04.25 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
04.55 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - ╉┿′┿-

╃┿. ╋¨╊¨╃╄╅′｠╄

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.20 》/《 «ぁ〈¨ ]╊〉』╇╊¨]を ╁ 

╋╇╊╇『╇╇»
9.55 》/《 «]』┿]〈を╄ ‶¨ [╄『╄‶〈〉»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «]』┿]〈を╄ ‶¨ [╄『╄‶〈〉» 

(‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄)
13.45 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
18.45 〈/] «〈┿′╉╄[ «〈┿′╂¨»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «[｠]を»
22.55 «╃╄╊¨ ‶[╇′『╇‶┿». [¨]-

]╇ぅ ╇ ′┿〈¨
00.20 «¨‶╄[┿〈╇╁′┿ぅ [┿╆[┿-

╀¨〈╉┿». ╃╄〈╄╉〈╇╁
02.05 》/《 «┿′╇]╉╇′ ╇ 《┿′-

〈¨╋┿]»
04.35 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁′¨╄ ┿╂╄′〈-

]〈╁¨ «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 〈┿╉]╇
7.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╉╊┿]]»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 〈/] «╇′〈╄[′｠»
11.00 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 〈/] «╂〉╋┿′¨╇╃｠ ╁ 

╉¨[¨╊┱╁╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «′╇╉╉╇ - ╃をぅ╁¨╊ 

╋╊┿╃【╇╈»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╃╄′′╇] - ╋〉』╇〈╄╊を 

[¨╅╃╄]〈╁┿»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉╊┿]]»
01.50 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «〈┿′╂¨ ╁〈[¨╄╋»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.35 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 
9.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 «36,6»
11.20 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂»
14.00 》/《 «‶¨╀╄╂»
16.30 «╋╄╊を′╇『┿»
17.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.00 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «╆┿╉〉]¨』′┿ぅ ′┿ 

╉¨╊╄]┿》»
23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
00.10 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
00.40 «╋┿]╉╇-【¨〉»
01.10 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╂¨[¨╃]╉╇╄ ╊╄╂╄′╃｠»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╊╇』′¨╄ ╃╄╊¨ ╉┿‶╇-

〈┿′┿ [ぃ╋╇′┿»
22.00, 03.30 «╃╇╁╄[]┿′〈｠ 

╇╆ ╉¨]╋¨]┿»
23.00  «╃〉[┿╉╇,  ╃¨[¨╂╇, 

╃╄′を╂╇»
00.00 》/《 «╂¨[¨╃]╉╇╄ ╊╄-

╂╄′╃｠ 2»
01.55 «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈╁╄′′¨╄»
02.40 «‶¨╉╄[-╃〉ぁ╊を»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.00 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
11.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
12.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
13.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
14.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 ‶[╇╉╊ぃ』╄′』╄]╉╇╈ ╀¨╄-

╁╇╉ «]╉┿╊¨╊┿╆»
23.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41. ]╁╄[》 

‶╊┿′┿»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 ╀╇¨╂[┿《╇』╄]╉┿ぅ ╃[┿╋┿ 

«』┿‶╊╇′»
03.45 ╋╇]〈╇』╄]╉┿ぅ ╃[┿╋┿ «╆┿-

』┿[¨╁┿′′｠╄»
04.35 〈/] «╋¨ぅ ╉¨╋┿′╃┿»
05.05 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.40, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «]¨-
╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.15 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.40 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
12.45, 13.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05, 18.30 〈/] «[〉]]╉╇╄ ┿╋┿╆¨′╉╇»
15.05 ╃/《 «]〈┿〈を ╊を╁¨╋»
15.35 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
16.05, 22.00/] «╉┿╆〉] ╉〉╉¨『╉¨╂¨»
17.10 «]╁¨╈ ╃¨╋»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
18.10, 00.30, 04.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «]¨╀｠〈╇ぅ. 

╇〈¨╂╇»
20.30, 04.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿-

╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»

10

10

〉[┿╊

〉[┿╊ 〉[┿╊

〉[┿╊



╉〉‶╊ぃ

╉けきくぇすせ. 〈っか. 8-905-800-55-85. 
╉けきくぇすせ. 〈っか. 8-908-903-07-22.
1-2-おけきく. おゃ., ′╀‶. 〈. 8-902-87-

44-311, 8-963-04-10-718.
1-おけきく. おゃ., ′╀‶, ][¨』′¨. 〉/こ, 

しさっょくうえ ねすぇあ. 〈っか. 8-908-903-07-22.
1-おけきく. おゃ., 2-おけきく. おゃ., ょけき, いっき. 

せつ-お. 〈. 8-908-903-07-22.
╃けき うかう いっきっかぬくにえ せつ-お.  

〈. 8-912-66-48-020.
╃けき, いっき. せつ-お うかう きっくはの. 〈っか. 

8-908-910-37-95.
2-おけきく. おゃ. うかう さぇししきけすさの ゃぇさう-

ぇくすに けぉきっくぇ. 〈. 8-904-383-44-54.
3-おけきく. おゃ., せ/こ, ]けゃっすしおうえ きうおさ., 

うかう きっくはの. 〈っか. 8-904-383-44-54.
]′╇╋〉

1-2-3 おけきく. おゃ. 8-902-87-44-311, 
8-908-910-37-95.

╉けきくぇすせ, おゃぇさすうさせ, ょけき. 〈っか. 
8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
╋╄′ぅぃ

1-おけきく. おゃ., せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 2, 
+ おけきく. くぇ 2-おけきく. おゃ., せ/こ, (′╀‶). 
8-963-04-10-718. 
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすぇ 
╉けきくぇすせ, ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6ぇ, きぇかけ-

しっきっえおぇ, 17, 4 き2, 3/4, おうさこ., つ/こ, 
ゃ おけき-すっ ょせて, ゃけょけくぇゅさっゃぇすっかぬ, ち. 
760 す.さ., 8-963-04-10-718.

╉けきくぇすせ, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 15, 
き/し, 10 き2, 2/2, つ/こ, ち. 500 す.さ., 
8-908-90-30-722.

2 おけきくぇすに, せか. ╋うさぇ, 2, 32き2, 4/5, かけょ-
あうは, ういけか., 1050 す.さ. 8-904-383-44-54.

せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6ぇ, きぇかけしっきっえおぇ, 
12,2, 2/4, おうさこ., つ/こ, ち. 550 す.さ. 〈. 
8-908--03-07-22.

せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 17, こ/き, 17,5 き2, 
2/2, おうさこうつ., つ/こ. 『. 800 す.さ. 〈っか. 
8-908-903-07-22.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 

こ. ╊けしうくにえ, せか. 『っくすさぇかぬくぇは, 14, 
30/17/6, 1/2, ゅぇい, «たさせと.». 『. 600 
す.さ., うかう けぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ ゅ. ╀っ-
さひいけゃしおけき. 〈. 8-904-38-344-54.

せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 12, 5/5, おうさこ., 
31/17,2/6,5, «ぉさっあ.», ち. 1400 す.さ., 
8-963-04-10-718. ¨ぉきっく.

2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3ぇ, «たさせと.», 

43/29/7, 1/4, おうさこ., けぉきっく, ち. 1530 
す.さ. 8-963-04-10-718.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 3, «ぉさっあく.», 4/5, 
こぇくっかぬ., 43,6/29,4/6, しけしす. たけさ., 
1750 す.さ., 8-908-91-03-795.

せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 12, 1/5, 46/31/6, 
しけしす. けすか., つ/こ, 1700 す.さ., 8-908-91-03-
795.

╀けかぬくうつくにえ ゅけさ., 2, 45/29/6, 
1/2, «たさせと.», おうさこ. 『. 1450 す.さ. 〈. 
8-908-91-03-795. 

くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
4/6, 93 き2 + かけょあうは 13 き2. 『. 3600 
す.さ. 〈っか. 8-912-24-599-89.

(きぇくしぇさょぇ) せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 
6, し/こ, 78 き2, つ/こ, ち. 1967 す.さ. 〈っか. 

8-963-04-10-718.
3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 7, «ぉさっあ.», 

54/38/6, 5/5, こぇくっかぬ, つ/こ, ち. 2000 す.さ. 
〈. 8-908-903-07-22. 

せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, せ/こ, 3/9, 
63/41/8, かけょあうは 6 き2, おけきくぇすに  ういけ-
かうさ., 2300 す.さ., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 
1 おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ. 〈. 8-904-383-
44-54.

せか. ┿お. ╉けさけかひゃぇ, 9, «ぉさ.», 
62/46/6, 2/5, こぇくっかぬ, しけしす. けすか. 
¨ぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ., ち. 2200 す.さ. 
〈っか. 8-963-04-10-718.

せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 6, 57/40/7, 2/2, 
ぉさせし, つ/こ, ち. 1350 す. さ., さぇししきけすさの 
ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ. 〈っか. 8-904-38-

344-54.
くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 

しこっちこさけっおす, 118 き2, 2/6, おうさこうつ, 2 
かけょあうう, つ/こ, ち. 4600 す.さ. 〈. 8-908-90-
30-722.

せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 60/38/8, 
1/5, おうさこ., けぉきっく, しけしす. たけさ., ち. 2100 
す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.
4-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに

せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 14, せ/こ, 80/55/8, 1/5, 
こぇく., 2 ぉぇかおけくぇ いぇしすっおか., しすっおかけこぇおっす. 
『. 2720 す.さ. ╋っくはの くぇ 1 おけきく. おゃ. うかう 
いっき. せつ-お. 〈っか. 8-908-910-37-95.
╃けきぇ

1/2 ょけきぇ, せか. 〉さぇかぬしおぇは, 45/30/6, 
ぉさっゃっくつ., ゃけょぇ, ゅぇい, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
すっこかうちぇ, ゅぇさぇあ. 『. 1600 す.さ. 〈. 
8-908-91-03-795. [ぇししきけすさの ゃぇさう-
ぇくすに けぉきっくぇ, すけさゅ.

1/2 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]すせ-
ょっくつっしおぇは, 54/35/7, ょっさ., 12 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ., ちっくすさ. けすけこかっく., ゃけょぇ, 
ぉぇくは, しかうゃ, つ/こ. 『. 1400 す.さ. 〈っか. 
8-912-66-48-020.

╃けき, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 
15 しけす., ゃ しけぉしす. ょけき 26き2, ぉぇくは, 
1350 す.さ., 8-908-91-03-795.

╃けき, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, ぉさっゃっくつぇ-
すにえ, けぉくっしっく おうさこうつ., 43 き2, 2 おけきく. 
+ おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは しかうゃ., ゅぇ-
さぇあ, 72 き2, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ. きけあくけ 
こけょ ぇゃすけしっさゃうし. 『. 2500 す.さ., 8-963-
04-10-718.

╃けき, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, ぉかぇゅけ-
せしす., せか. ╉うさけゃぇ, ょっさっゃ., 3 おけきく. + 
おせたくは, 47 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 11,5 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., けぉきっく, ち. 3100 す.さ., 
8-912-66-48-020.

せか. 8 ╋ぇさすぇ, ぉさっゃっくつ., 53/47 き2, 
ゅぇい, ぉぇくは, 12 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1500 
す.さ. 〈っか. 8-904-383-44-54.

こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけ-
ゃぇ, ぉさっゃっく., 30 おゃ.き+かっすくうえ ょけきうお 
くぇ せつ-おっ し こっつおけえ (12 き2), ぉぇくは, 11 
しけす. ゃ しけぉしす. 『. 2200 す.さ. 〈. 8-908-
91-03-795.

せか. ╉. 『っすおうく, くけゃにえ, 2006 ゅ., 
1-ねすぇあ., こっくけぉかけお, こかぇしす. けおくぇ, 
くけゃぇは ぉぇくは, けゃけと. はきぇ, 9 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., 2 こけょなっいょぇ お ょけきせ. 〈っか. 
8-904-38-344-54.
′っょけしすさけえ

くっょけしすさけえ, せか. ]けゃっすしおぇは, 162 き2, 
6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., こっくけぉかけお. 『. 2100 
す.さ. 〈っか. 8-904-38-344-54.

せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 60% ゅけすけゃくけしすう, 
こけょ おさにてっえ こっくけぉかけお, 2-ねすぇあくにえ, 16 
しけす. ゃ しけぉ., ゃけょぇ, ゅぇい, ちっくすさ. おぇくぇかう-
いぇちうは, ち. 3300 す.さ. 〈. 8-904-38-344-54.

おけすすっょあ (くっょけしすさけえ, ぉかけつくにえ),  
こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつくぇは, 
105 き2, 10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは. 『. 
2900 す.さ. 〈っか. 8-963-04-10-718.

〉つぇしすおう
いっき. せつ-お  し ゃっすたうき ょけきけき, 24 

しけす. ゃ しけぉしす., こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っ-
くうくぇ. 〈. 8-912-66-48-020.

いっき. せつ-おう こけょ ╇╅] う ょぇつくけっ 
しすさけうす-ゃけ けす 400 す.さ. 8-912-24-59-989.

いっしぇょ わ36, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 
3,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ょけき 21 き2, さはょけき 
さっおぇ, ち. 530 す.さ. 〈. 8-908-91-03-795.

しぇょ わ34, こ. 【うかけゃおぇ, 2-ねすぇあ. 
ょけき, ぉぇくは, すっこかうちに, ち. 670 す.さ., 
8-904-38-34-454.

しぇょ ゃ お/し «′うゃぇ», 4,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., ょけきうお 2-ねす., おけかけょっち, ねか-
ゃけ,ち. 450 す. さ. 〈. 8-912-664-80-20. 

]╃┿╋
╉けきくぇすせ こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけ-

ゃぇ, ょけき 10.
]′╇╋〉

おゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき.
╉〉‶╊ぃ

1-おけきく. おゃ. 
‶[¨╃┿╋

′っあうかけっ こけきっとっくうっ (こけょゃぇか),  
65 おゃ. き, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, ち. 1800 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ.
╉けきくぇすに

╉けきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., 20,4 き2, 1/2, 
こぇくっかぬ, ち. 800 す.さ.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 5, 4/5, こぇ-
くっかぬ, せ/こ, おけきくぇすぇ ゃ 2-おけきく. おゃ., 12 き2. 
『. 800 す.さ.

╉けきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 
36, 14,5 き2, 1/2, こぇくっかぬ, ち. 700 す.さ.

2 おけきく. ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ̈ ゃけとくけっ 
けすょっか., 11ぇ. 3/3, こぇくっかぬ, おけきくぇすに: 
7,3 おゃ.き, 12,2 おゃ.き, ち. 840 す.さ.

2 おけきく. ゃ 4-おけきく. おゃ., せか. ╋うさぇ, 
3, 2/5, 79,1/30,7, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
さっきけくす, しすっおかけこぇお. 『. 1300 す.さ. うかう 
けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. うかう ょけき.

こけし. ╋けくっすくにえ, おけきく. ゃ 2-おけきく. 
おゃ., せか. ╉うさけゃぇ, 2/3, おうさこうつ, 18,6 き2, 
ち. 350 す.さ.
1-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに

せか. ┿くせつうくぇ, 4, 1/5, おうさこ., 
30,1/16,3/6,5, し/せ しけゃきっと., ち. 
1320 す.さ.

¨ゃけとく. けすょっか., 8, 2/2, おうさこ., 
29,2/16/6,2, し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけ-
くぇ, ち. 1100 す.さ.

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 11, 3/10, 
きおさ. «[ぇょせあくにえ», きけくけかうす, 
39,4/17,6/11,4, ょけき 2007 ゅ.こ., し/せ 
しけゃき., かけょあうは. 『. 1700 す.さ.

せか. ╉けしにた, 8, 5/5, おうさこ., 28,8/16,7/6,7, 
し/せ しけゃきっと., しっえそ-ょゃっさぬ, すっかっそけく, 
ぉぇかおけく. 『. 1370 す.さ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは,3, 
3/3,  おうさこ., 30,4/18/5, し/せ しけゃき., ぉぇか-
おけく, ち. 1000 す.さ.

せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 3, 5/5, 32,6/19,6/5,3, 
こぇくっかぬ, し/せ しけゃきっと., ぉぇかおけく いぇしすっおかっく, 
ち. 1400 す.さ.
2-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 14, 2/5, おうさこうつ, 
48,3/28/8,5, せ/こ, おけきくぇすに ういけかうさけ-
ゃぇくくにっ, し/せ しけゃきっと., かけょあうは いぇしすっ-
おかっくぇ, すっかっそけく. 2150 す.さ.

╃けきぇ
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ‶さけっいあぇは, 

55ぇ, ょっさっゃはく., 36/27/6, 3 おけきくぇすに 
ういけかうさ., おせたくは, ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
せつぇしすけお 9,12 しけす. さぇいさぇぉけすぇく, つ/こ. 
『. 3100 す.さ.

けぉなっおす くっいぇゃっさてひくくけゅけ しすさけう-
すっかぬしすゃぇ. 〉か. ╉ぇかうくうくぇ. ╉けすすっょあ, 
S 160 おゃ. き, 2 ねすぇあぇ + きぇくしぇさょぇ, 
こっくけぉかけお こけょ おさにてっえ, いっきっかぬくにえ 
せつぇしすけお 7,9 しけすおう + ょっさっゃはくくにえ 
あうかけえ ょけき 30,5 おゃ. き, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, 
ゅぇい さはょけき (すった. せしかけゃうは こけかせつっくに), 
ぉぇくは. 『. 2300 す.さ.

おけすすっょあ, せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, S 200 
おゃ. き, 2 ねすぇあぇ + ちけおけかぬ, おうさこうつ, 
ゃけょぇ, ゅぇい, 10 しけす., ゃけいきけあくぇ うこけすっ-
おぇ. 『. 7000 す.さ. 〈けさゅ.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╊っくうくぇ, 41, あう-
かけえ ょけき 100 き2, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, けすけ-
こかっくうっ ぇゃすけくけきくけっ, し/せ ゃ ょけきっ, せつぇ-
しすけお 16,5 しけす., ち. 2300 す.さ.

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 2-ねすぇあくにえ 
ょけき ぉっい ゃくせすさっくくっえ けすょっかおう, 9*10, 
おけききせくうおぇちうう さはょけき, せつ-お 15 しけす., 
ち. 4560 す.さ.

ょけき, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╀っさっゅけゃぇは, 
2-ねすぇあ., 140 おゃ.き, 4 おけきく.+おせたくは, 1 
ねすぇあ – こっくけぉかけおう, 2 ねすぇあ – ぉさせし, し/せ 
しけゃきっと., こぇさけゃけっ けすけこかっくうっ.

ょけき てかぇおけいぇかうゃくけえ, せか. ╁ぇさかぇおけ-
ゃぇ, 51,5/39/11, ゅぇい, ゃけょぇ, すっこかうちぇ, 
ゅぇさぇあ くぇ ょゃっ きぇてうくに, せつぇしすけお 7 しけ-
すけお さぇいさぇぉけすぇく, ち. 2900 す.さ.

ょけき ょっさっゃはくくにえ, 42 き2, せか. ╉さぇし-
くにた ╂っさけっゃ, こっつくけっ けすけこかっくうっ, 6,69 
しけす. いっきかう, ち. 1400 す.さ.

ょけき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╋けかけょひあ-
くぇは, 50,4/38 おゃ. き, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 
6,85 しけす. いっきかう, ち. 2060 す.さ.

ょけき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╋っぉっかぬとう-
おけゃ, 52,9/38,2/8,7 おゃ. き, 3 おけきくぇすに, 
いっき. せつぇしすけお 6,28 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, ち. 2500 す.さ.

ょけき ょっさっゃはくくにえ, あうかけえ, 44 
おゃぇさすぇか, 2000 ゅ. こけしすさけえおう, 72,5 
き2+きぇくしぇさょぇ, こっつ. けすけこかっくうっ, こっさ-
しこっおすうゃぇ こけょおかのつっくうは ゅぇいぇ, しおゃぇ-
あうくぇ, ぉぇくは, くぇょゃけさくにっ こけしすさけえおう, 
せつ. 11,17 しけす., さぇいさぇぉけすぇく, ょけ ゃけ-
ょけひきぇ 600 き. 『. 2100 す.さ.

ょけき ょっさっゃはくくにえ, 1963 ゅ.こ., せか. 
¨. ╉けてっゃけゅけ, ╊っしけいぇゃけょしおけえ, 1/1, 
59,6/39,9, 3 おけきく.+おせたくは+おけすっか., 
し/せ くぇ せかうちっ, ゅぇい, ゃけょぇ ゃ ょけきっ, 
いっき. せつ. さぇいさぇぉけすぇく, 5,5 しけす. 『. 
2050 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ.

ょけき ぉさっゃっくつぇすにえ, せか. ̈ おすはぉさぬしおぇは, 
57 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 2 すっこかうちに, 12 
しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 『. 2700 す.さ.

〉つぇしすおう
いっきっか. せつ-お, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7 しけす. 

ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, ち. 950 す.さ.
せつぇしすけお し ょけきけき くっいぇゃっさてひくくけゅけ 

しすさけうすっかぬしすゃぇ, こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 16 しけすけお ゃ しけぉしすゃ. 『. 1350 
す.さ. ╁けいきけあっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.

]ぇょに
おけか. しぇょ わ81 «╀っさひいおぇ» (╋けくっすくにえ), 

2 いっきっかぬくにた せつぇしすおぇ けぉとっえ こかけとぇょぬの 
21 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., さぇいさぇぉけすぇくに, ょけき, 
ぉぇくは, ぉっしっょおぇ, ねか-ゃけ. ╁けいきけあくぇ こさけょぇ-
あぇ せつぇしすおけゃ こけ けすょっかぬくけしすう. 『. 700 す.さ.

おけか. しぇょ  わ8 (こ. 【うかけゃおぇ), いっき. 
せつ-お 2,4 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっすくうえ ゃけょけ-
こさけゃけょ, ょけき, ち. 330 す.さ.

おけか. しぇょ  わ6, さぇえけく ╃¨]┿┿《, いっき. せつ. 
487 き2 ゃ しけぉしすゃ., しぇょけゃにえ ょけき うい ぉかけおけゃ 
22,9 き2, せつぇしすけお さぇいさぇぉけすぇく, ち. 430 す.さ.

おけか. しぇょ  わ38, 44 おゃぇさすぇか, 4 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, ぉぇくは, ゃけょけひき, せつぇ-
しすけお さぇいさぇぉけすぇく, ち. 850 す.さ.

こけし. ]すぇさけこにてきうくしお ]‶¨ «《ぇ-
いっくょぇ» わ126, 744 おゃ. き, かっすくうえ ょけき 
う ぉぇくは うい ぉさせしぇ こけょ おさにてっえ, くっょけ-
しすさけえ, つ/こ. 『. 650 す.さ.

おけか. しぇょ., ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, し/す 
«╋っょうお-2», せつ. 4 しけす., ょけき 30 き2, し きぇく-
しぇさょけえ, こっつくけっ けすけこかっくうっ. 700 す.さ.

くけゃぇは, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
し/こ, 101 き2, 2/6, おうさこ., 2 かけょあうう, つ/こ, 
ち. 4200 す.さ. 〈っか. 8-908-90-30-722.

¨¨¨ «╁¨╆′╄]╄′]╉╇╈ 
『╄′〈[-╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈»

せか. ]すさけうすっかっえ, 4 
(“╀ういくっし-ちっくすさ”),

すっか.: 4-37-97, 4-55-66;
せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6 «ぇ»,
すっか.: 3-19-26, 3-25-13

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

‶さけょぇき けそうし 37,4 き2

 1850 す.さ.,
 ゃ ╀ういくっし-ちっくすさっ.

8-912-24-59-989

╆っき. せつ-お, 15 しけす. ゃ しけぉしすゃっく.,  
こ. ]ぇさぇこせかおぇ, くぇ せつ-おっ かっし.

〈っか. 8-904-38-34-454

¨¨¨ «╅╇╊〈¨[╂-
]╄[╁╇]»

ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ,
せか. 【うかけゃしおぇは, 13-2.

〈っか.: 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

あ〈し

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 39, 3/3, こぇ-
くっかぬ, 77,9/40,9/10, し/せ しけゃきっと., 8 き2, 
ぉ/ぉ, ょっさっゃ. しすっおかけこぇおっすに, さっきけくす, 
こっさっこかぇくうさけゃおぇ うい 3-おけきくぇすくけえ おゃ-
さに せいぇおけくっくぇ. 『. 2300 す.さ.

せか. ′けゃぇは, 16, 1/3, おうさこうつ, 
49,6/28,6/7,5, せ/こ, おけきくぇすに くぇ さぇい-
くにっ しすけさけくに, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょ-
あうは いぇしすっおかっくぇ. 『. 1550 す.さ.

せか. 【うかけゃしおぇは, 17, 1/5, おうさこ., 
45,5/30,4/6, おけきく. ゃぇゅけくつうおけき, し/せ 
さぇいょっかぬくにえ, ぉ/ぉ. 『. 1600 す.さ.

こ. ╊けしうくにえ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 7, 
1/2, おうさこうつ, 29,7/22/5, おけきく. しきっあ-
くにっ, し/せ しけゃき., ち. 570 す.さ.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 4, 1/5, 
49,6/29,5/8, せ/こ, おけきく. ういけか., し/せ 
さぇいょ., かけょあうは. 『. 1850 す.さ.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, 1, 
1/2, 50,4/26/10, おうさこうつ, し/せ さぇいょ., 
おけきく. ういけか., ぉ/ぉ. 『. 1200 す.さ.

せか. 【うかけゃしおぇは, 15, 1/5, 
45,2/30,5/6, おうさこうつ, おけきく. ゃぇゅけく., 
ぉ/ぉ, 2 しすっおかけこぇおっすぇ. 『. 1550 す.さ.

こ. ╊っくうくしおうえ, 18, ょっさっゃ. ょけき, 1/1, 
51,8/27,4/7, おけきく. ういけかうさ., し/せ さぇいょ., 
ゃけょぇ たけかけょくぇは. 『. 800 す.さ.

せか. 【うかけゃしおぇは, 15, 3/5, 39,7/24/6, 
おうさこうつ, おけきく. ゃぇゅけくつうおけき, し/せ 
さぇいょ., ぉぇかおけく いぇしすっお., けおくぇ こかぇしす. 
『. 1700 す.さ.

せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 4, 5/5, こぇくっかぬ, 
44/25,8/7, し/せ さぇいょっかぬくにえ, おけきくぇすに 
くぇ さぇいくにっ しすけさけくに, ぉぇかおけく いぇしすっ-
おかっく, ち. 1700 す.さ.

3-おけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. 《せさきぇくけゃぇ, 

111, 12/16, こぇくっかぬ, 64/40/9, ょゃぇ し/せ, 
ょゃっ かけょあうう, 3600 す.さ.

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, 2/5, おうさこうつ, 
57,9/36,8/7,5, し/せ さぇいょっかぬくにえ, おけきくぇ-
すに ういけかうさけゃぇくくにっ, ぉ/ぉ. 『. 2170 す.さ.

せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 5/9, こぇくっかぬ, 
62,9/42/8, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは 
いぇしすっおかっくぇ. 『. 2550 す.さ.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2, 4/9, こぇくっかぬ, 
63,1/39,9/8,5, おけきくぇすに ういけかうさけゃぇく-
くにっ, し/せ さぇいょっかぬくにえ, かけょあうは いぇしすっ-
おかっくぇ, 2350 す.さ.

せか. ╋ぇきうくぇ-]うぉうさはおぇ, 5, 3/5, こぇ-
くっかぬ, 51,5/37,7/6,3, し/せ さぇいょっかぬくにえ, 
ち. 2200 す.さ.

せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 1/7, おうさこ., 77,3/47,4/14, 
たけさけてうえ さっきけくす, ち. 3700 す.さ.

せか. ╇しぇおけゃぇ, つ/こ, 3/5, おうさこ., 
83,7/47,7/9, しけゃきっとっくぇ 1-おけきく. う 
2-おけきく. おゃぇさすうさに, 2 し/せ (1 し ょせてっ-
ゃけえ, 2-え し ゃぇくくけえ), ぉぇかおけく, かけょあうは. 
『. 3600 す.さ.

せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, 24, 4/5, おうさこうつ, 
69,1/40/9,5, せ/こ, し/せ さぇいょっかぬく., ぉぇかおけく, 
ょけき しょぇく ゃ 2008 ゅ., さっきけくす. 『. 2500 す.さ.

せか. 『うけかおけゃしおけゅけ, 4, 2/2, ょっさっゃけ, 
53,3/37,7/6, し/せ, ゅぇい, たけか.ゃけょぇ, ゃぇく-
くに くっす. 〈けさゅ. 『. 1100 す.さ.

せか. ╀させしくうちにくぇ, 2, 8/9, こぇくっかぬ, 
62,8/39,4/8, し/せ さぇいょ., かけょあうは いぇ-
しすっおかっくぇ, すっかっそけく, ち. 2470 す.さ. ╁けい-
きけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.

せか. 』ぇこぇっゃぇ, 36, 1/3, おうさこうつ, 
77,5/46/10, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ., 
すっかっそけく, ゃにしけすぇ こけすけかおけゃ 3,20 き. 
『. 2200 す.さ.

せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 8/9, こぇくっかぬ, 
せ/こ, 63,6/41/8, し/せ さぇいょ., かけょあうは, 
すっかっそけく. 『. 2480 す.さ.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 6, 2/5, おうさこうつ, 58/39/6, 
し/せ さぇいょ., ぉぇかおけく. 『. 2150 す.さ.

せか. ]こけさすうゃくぇは, 2, 2/9, おうさこうつ, 
74,2/47,1/10,5, し/こ, こっさっこかぇくうさけゃ-
おぇ, ょゃっ こ/かけょあうう, し/せ しけゃきっと., ょせて. 
おぇぉうくぇ, っゃさけさっきけくす, つぇしすうつくけ し きっ-
ぉっかぬの, ょけき 2006 ゅ.

〈っかっそけくに けすょっかぇ さっおかぇきに: 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

Р Ы Н О К
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]さけつくけ おせこかの 
1-おけきく. おゃ.

〈っか. 8-908-91-03-795

′っょゃうあうきけしすぬ くぇ 
╉うこさっ けす 

いぇしすさけえとうおぇ, 
8-912-24-59-989.

╆っき. せつ-おう こけょ ╇╅] う 
ょぇつくけっ しすさけうす-ゃけ

 けす 400 す.さ. 
8-912-24-59-989.

しぇょ ゃ おけか. しぇょせ わ77, «]けかくっつ-
くにえ», さ-く «』うしすにっ こさせょに», 6 しけす., 
ゃけょぇ, ねか-ゃけ, くぇしぇあょっくうは, ち. 450 す.さ. 
〈. 8-908-91-03-795.

しぇょ «╃ぇつくうお», ょけきうお 12 き2, 16 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., さはょけき かっし, ゃけょけひき, ち. 
300 す.さ. 〈. 8-963-04-10-718.

しぇょ «╃ぇつくうお», ょけきうお 12 き2, 8 
しけす. ゃ しけぉしすゃ., さはょけき ゃけょけひき, ち. 150 
す.さ. 〈. 8-963-04-10-718.

しぇょ. せつ-お,  2-けえ おぇさぬっさ, ょっさっゃ. 
2-ねすぇあ. ょけき, 2 おけきく., おせたくは, 5 しけす, 
ゃけょぇ, ぉぇくは, ゃにたけょ お ゃけょっ, ち. 800 す.さ. 
〈. 8-912-66-48-020.
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ

2-おけきく. おゃ., こっさ. ╉けさけすおうえ, 5/2, 
59/38/12, 7/16, しこっち. こさけっおす, しけしす. 
たけさけてっっ, すっか., ぉぇかおけく, けぉきっく, ち. 
2700 す.さ.

おけきくぇすせ, せか. 〉さぇかぬしおぇは, 2, さ-く 〈『 
«‶ぇさお-》ぇせし», 13,5 き2, ち. 860 す.さ., 
8-908-91-03-795.
╂ぇさぇあ

いぇ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお», 24き2, ねか-
ゃけ, けゃけと. はきぇ しせたぇは, ち. 140 す.さ. 〈. 
8-908-903-07-22.

おぇこ. ゅぇさぇあ, ゃ しけしく. ぉけさせ, せか. ]っさけゃぇ, 
けたさぇくぇ, ねか-ゃけ. 25 き2. 〈. 8-908-91-03-
795.

さ-く 『っくすさ, せか. ╊っくうくぇ, いぇ き-くけき 
«】せおぇさぬ», 20,5 き2, ねか-ゃけ, けすけこか., 
けたさぇくぇ. 『. 200 す.さ. 〈. 89043834454.
‶さけょぇき くっあうかけっ こけきっとっくうっ

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, くけゃぇは, 
ちけおけかぬ, 39,2 き2, ち. 1400 す.さ. 〈. 
8-912-24-599-89.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, くけゃぇは, 
ちけおけかぬ, 120,2 き2, けすょっかぬくにえ ゃたけょ. 
〈. 8-912-24-599-89.



╉けきく. 19 き2 ゃ 3-おけきく. おゃ. くぇ ̈ ゃけと. 
けすょ. くぇ いっき. せつ-お ゃ ╀っさっいけゃしおけき, す. 
8-922-13-18-399.

‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすぇ ゃ ょっさっゃ. ょけきっ, せか. 『う-

けかおけゃしおけゅけ, 10, 14 き2, おけさうょ. しうしすっ-
きぇ, ち. 490 す.さ. 〈っか. 8-922-131-83-99.

╉けきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., せか. ¨ゃけ-
とくけっ けすょ., 12, 19 き2, 1/3, し ぉぇかおけくけき, 
ち. 760 す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.

1-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさ-
きけくすけゃぇ, 22 ぇ, おうさこ., 2/5, けすょ. ゃたけょ, 28 
き2, しすっおかけこぇおっすに, しけしす. たけさけてっっ, ゅぇい. おけ-
かけくおぇ, ち. 1050 す.さ., すっか. 8-902-27-83-703.

 1-おけきく. おゃ., せか. ╉さぇしくにた ╂っさけ-
っゃ, 11, 3/10, しこっち. こさけっおす, 41/20/10, 
かけょあうは, しけしすけはくうっ けすかうつくけっ. 『っくぇ: 
1800 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
くけゃせの. 〈っか. 8-902-27-83-703.

1-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ, 8, 2/2, 
おうさこ., 29/15,5/7,5, しすっおかけこぇおっす, しぇく. 
せいっか しけゃきっと., ち. 1050 す.さ., すっか. 8-922-
13-18-399.

1-おけきく. おゃ., ゃ ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅっ, 
‶うけくっさしおうえ こけしひかけお, せか. ╃ぇくうかに ╆ゃっ-
さっゃぇ 28, 8/9, 32/14/7. 『っくぇ: 1 600 す.さ. 
〈っか. 8-922-13-18-399.

2-おけきく. おゃ., せか. ╉けしにた, 8, 3/5, 
41,3/28/7, たけさ. さっきけくす, おけきく. さぇい-
ょっかぬくけ, し/せ しけゃきっと., ち. 1900 す.さ. 〈. 
8-912-649-80-29.

2-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, せか. ]ゃけ-
ぉけょに, 5, ょっさっゃ., ぉかぇゅけせしすさけっくくにえ, 1/2, 
41/24/7, しけしすけはくうっ たけさけてっっ+しぇさぇえ. 
『っくぇ: 800 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703. 

2-おけきく.おゃ., せか. ╊っくうくぇ, ぉかぇゅけせしす. 
42/27/8, 1/2, ょっさっゃ., しけしすけはく. たけさけ-
てっっ, ち. 1000 す.さ. 〈. 8-953-00-35-491.

2-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋け-
かけょっあくにえ, 40 き2, ょっさっゃけ, せか. ‶けつすけ-
ゃぇは, 2, 2/2, こっつ. けすけこか., ち. 350 す.さ. 〈. 
89022783703.

2-おけきく. おゃ., ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 
しすっおかけこぇおっすに, 43/30/6, ぉぇかおけく 
いぇしす., 5/5, ゃ たけさ. しけしす., ち. 1700 す.さ. 
〈. 8-953-00-35-491.

2-おけきく. おゃ., せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 5, 1/5, 
おうさこうつ, 45/30/6, おけきく. ういけか., しけしす. けすか., 
しすっおかけこぇお., し/せ しけゃきっと., ぉっい ぉぇかおけくぇ, 
つ/こ, ち. 2000 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703. 

2-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 15, 
3/5, 49,6/30/7, ち. 1800 す.さ. うかう けぉきっく 
くぇ ょけき. 8-953-00-35-491. 

3-おけきく. おゃ., こけし. ╀せかぇくぇて, 
75/48/11, こ/き, ょけき おぇきっくくにえ, 1/2. 『. 
750 す.さ. 〈. 8-953-00-35-491.

3-おけきく. おゃ., こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╋け-
かけょっあくにえ, せか. ‶けつすけゃぇは, 2, 51 き2, 1/2, 
ょっさっゃけ, こっつ. けすけこか., ち. 450 す.さ. 8-902-
278-37-03.

3-おけきく. おゃ., せか. ╉けしにた, 5, 5/5, 
こぇくっかぬ, 53,3/43/5,8. 『.1800 す.さ. 〈. 
8-953-00-35-491.

3-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 15,  
1/5, 54/38/7, おうさこうつ, しけしす. たけさけてっっ, 
しすっおかけこぇおっす, きけあくけ こけょ くっあうかけっ, 
ち. 2300 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.
╃けきぇ

せか. 】けさしぇ, ょっさっゃ. けすょっかおぇ しぇえ-
ょうくゅ, 62,5 き2, 2 おけきく.+おせたくは, ょせて. 
おぇぉうくぇ, けおくぇ - しすっおかけこぇおっすに, ゃしっ 
おけききせくうお. ゃ ょけきっ, 6 しけす. いっきかう, くぇ 
せつぇしすおっ ぉかぇゅけせしすさ. ゅけしすっゃけえ ょけきうお 
28 き2 う ぉぇくは, 3 きかく. させぉ. 〈っか. 8-953-
00-35-491.

]けしくけゃにえ ぉけさ, ょっさっゃ., 60 き2, 3 
おけき. + おせたくは, ゃけょぇ う ゅぇい ゃ ょけきっ, 20 
しけすけお. 『っくぇ: 3 150 000, すっか. 8-922-
13-18-399, 8-912-64-98-029.

1/
2
 ょけきぇ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 1 お + 

おせたくは, ょっさっゃ., くけゃにっ ぉぇくは う ゅぇさぇあ, 
ゃけょぇ ゃ ょけきっ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 8 しけす.,ち. 
1 300 000. 〈. 8-902-27-83-703.

1/
2
 ょけきぇ, こ. ╉かのつっゃしお, せか. 8 ╋ぇさすぇ, 

16 しけす., 30 おゃ. き, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ち. 
750 す.さ. 〈. 8-953-00-35-491.

1/
2
 ょけきぇ, こ. ╋けくっすくにえ, せか. [せょ-

くうつくぇは, ょっさっゃ., 86 ゅ. こけしすさけえおう, 2 
ねすぇあ くっょけしすさ., こっつく. けすけこか., しおゃぇ-
あうくぇ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ゅぇい くぇ せかうちっ, 15 
しけす., 7 ゃ しけぉしすゃ. 『. 900 す.さ. 〈. 8-902-
27-83-703.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 
ょっさっゃはく., けぉかけあっく おうさこ., 1 ねすぇあ 100 
き2, 2 ねすぇあ, ょっさっゃ. 60 き2, ぉかぇゅけせしすさけ-
っく., ゅぇい ゃ 2010 ゅ., ゅけしすっゃけえ ょけきうお, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 15 しけす. 
ゃ しけぉしすゃ.,  ち. 4200 す.さ. 〈っか. 8-902-
27-83-703.

ょっさっゃ., 50 き2, せか. ]すさけうすっかっえ, 
2 おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ しけ-
ゃきっと., しすっかけこぇお., 7 しけす., ぉぇくは, くぇょ-
ゃけさ. こけしすさけえおう, ち. 2550, こさけょぇき うかう 
けぉきっく. 8-922-13-18-399.

こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉ぇかうくうくぇ, 
30/20/10, ょっさっゃ., 2 おけきく.+おせたくは, 
こっつ. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, 12 しけす., ぉぇくは, 
いぇ いぇぉけさけき こさせょ, ぇしそぇかぬす ょけ ょけきぇ, 
ち. 900 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703 うかう 
けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ.

せか. 【ぇたすっさけゃ, ぉかぇゅ., くけゃにえ, ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., 6 しけす., ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ ょけき し 
きっくぬて. こかけとぇょぬの. 〈. 8-953-00-35-491.

せか. ╉させこしおけえ, てかぇおけいぇか., 75 き2, 
2 ねす., きぇくしぇさょぇ し けすけこか., こさうしすさけえ 
うい こっくけぉかけおぇ 50 き2, ぉっい けすょっかおう, し 
けすけこか., ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, ぉぇくは くけ-
ゃぇは 6た5, せ-お 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ, しすっおかけ-
こぇおっすに, すせぇかっす ゃ ょけきっ, ち. 4500 す.さ. 〈. 
8-922-13-18-399.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ′ぇせきけゃぇ, 2- 
ねすぇあ., 1 ねす. おうさこうつ 20 き2 + ゃっさぇくょぇ, 2 
ねす. ょっさっゃ. 20 き2, こっつく. けすけこか., 12 しけす.,  
ち. 1200 す.さ. 〈っか. 8-902-27-83-703.
╉けすすっょあう

こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 140 き2, 2 ねすぇあぇ, 
ぉかけお けすょ. けゅくっせこけさく. おうさこ., こけかくけ-
しすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく う ゅけすけゃ お こさけあうゃぇ-
くうの, 13 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ぉぇくは, すっこかうちぇ, 
ち. 6700 す.さ. 〈. 8-922-13-18-399.

せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, ぉかけお, 180 き2, 
2 ねすぇあ., ぉかぇゅけせしすさ., 10 しけす., ゃしっ ゃ 
しけぉしすゃ., ち. 6500 す.さ., ゅけすけゃ お こさけあうゃぇ-
くうの. 〈. 8-902-27-83-703.

せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, ぉかけお, 2 ねすぇあ 110 
き2, ぉかぇゅ., ぉぇくは, 6 しけす., ゃしっ ゃ しけぉしすゃ., 
かぇくょてぇそす. ょうい., ち. 6000 す.さ., ゅけすけゃ お 
こさけあうゃぇくうの. 8-902-27-83-703.

せか. ′っおさぇしけゃぇ, 135/100/20, ゅけしすっ-
ゃけえ ょけき, 7 しけす., ち. 4000 す.さ., けぉきっく. 〈. 
8-922-131-83-99.

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 107 き2,                
おうさこうつ, あ/ぉ こっさっおさにすうは, こけょゃぇかぬくけっ 
こけきっとっくうっ こけょ ゃしっき ょけきけき, ち. 7500 
す.さ., けぉきっく. 〈. 8-922-13-18-399.
]ぇょに

しぇょ. せつぇしすけお, こ. ╋けくっすくにえ, お/し 
わ17, 2,5 しけすおう, さぇいさぇぉけすぇく, っしすぬ 
すっこかうちぇ う しぇさぇえ, ち. 70 す.さ. 〈. 
8-902-27-83-703.

しぇょ «』っさっきてぇくおぇ», 12 しけすけお, 
ょけき ぉさせし. いうきくうえ, せつぇしすけお さぇいさぇ-
ぉけすぇく, くぇ せつぇしすおっ ぉぇししっえく う こぇさ-
くうおう, さはょけき かっし. 『っくぇ: 850 す.さ., 
すっか. 8-912-64-98-029.

しぇょ こかけょけくけしはとうえ, 44 おゃぇさすぇか, 
5,7 しけすけお, せ ゃけょに, ょけさけゅぇ たけさけてぇは. 
『っくぇ: 550 す.さ., すっか. 8-922-13-18-
399.  

おけか. しぇょ ゃ ゅけさけょしお. つっさすっ, さ-く 
【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, 4,7 しけす. [ぇい-
さぇぉけすぇくくにえ, こかけょけくけしはとうえ, ぉぇくは, 
おけきく. けすょにたぇ し ぉぇかおけくけき, ぉっしっょおぇ, 
すっこかうちぇ, ゃけょぇ, しゃっす, けすょ. ゃたけょ, くぇ-
おけこうす. っきおけしすぬ ょかは こけかうゃぇ, 500 
す.さ. 8-912-649-80-29.

しぇょ. せつ-お,  こ. ╉っょさけゃおぇ, お/し わ62, 
ょけき かっすくうえ, 2 ねすぇあぇ, 10 しけす., さぇい-
さぇぉけすぇく, ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃけょけっき う かっし 
くぇ ゅさぇくうちっ せつ-おぇ, ち. 500 す.さ., 8-902-
27-83-703.

お/し さ-く 』うしすにた こさせょけゃ, 11 しけす. ぉっい 
こけしすさけっお, ち. 600 す.さ. 〈っか. 8-902-278-
37-03.

44 おゃぇさすぇか, ょっさっゃ. ょけき, 2 ねすぇあぇ, 
こっつ. けすけこか., しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, すっこかう-
ちぇ, こかけょけくけしはとうえ しぇょ, 5 しけす., かっし 
う さっおぇ さはょけき, つ/こ, ち. 1000 す.さ. 〈. 
8-902-27-83-703.

お/し わ89 «′うゃぇ», こ. 【うかけゃおぇ, 
ょっさっゃ. 2-ねす. ょけき, ぉぇくは, しおゃぇあう-
くぇ, ゃけいきけあくけしすぬ こさけこうしおう, こっさ-
しこっおすうゃぇ ゅぇいぇ, 6 しけす., さはょけき かっし, 
ゃけょけっき, ち. 950 す.さ. 〈. 8-902-27-
83-703.

お/し わ10, こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せ-お せゅけか 
〈せこうおけゃけえ, ょけきうお し こっつくにき けすけこかっ-
くうっき, いっきかは さぇいさぇぉけすぇくぇ, ち. 700 す.さ. 
〈. 8-902-27-83-703.

44 おゃぇさすぇか, 2-ねすぇあ. ょけき, 1 おうさこ., 2 
ょっさっゃけ, ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, 8 しけす., せ かっしぇ, 
ち. 1050 す.さ. 〈. 8-902-27-83-703.
╂ぇさぇあう

せか. ]すさけうすっかっえ, ゃ さ-くっ さにくおぇ. 〈. 
8-902-26-24-408.

2 ゅぇさぇあく. ぉけおしぇ, こけ 30 き2 おぇあょにえ, 
ゃにしけおうっ, けゃけとく. はきに, うい ぉっすけくぇ, 
2 ゃなっいょぇ, しゃっす, 180 す.さ. う 240 す.さ. 
8-912-649-80-29.
╆っき. せつぇしすおう

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, し ゃっすた. ょけきけき, せか. 
′ぇせきけゃぇ, 15 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 750 す.さ. 
8-902-26-24-408.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けかくっつ-
くぇは, 10 しけす., ち. 2000 す.さ. 〈. 8-902-
262-44-08.

44 おゃぇさすぇか, ねかうす. しぇょ. せつぇしすけお, 
あうゃけこうしくけっ きっしすけ, 10 しけす., ち. 700 
す.さ., すけさゅ. 〈っか. 8-953-00-35-491.

せか. ╂けさくはおけゃ, 8 しけす., ゅぇい, ゃけょぇ さは-
ょけき, きけあくけ こけょ くっあうかけっ, ち. 1600 
す.さ. 〈っか. 8-922-13-18-399.

こ. ╊っしけいぇゃけょしおけえ, せか. ╃させあうくくう-
おけゃ, 8 しけす., そせくょぇきっくす, ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう, ち. 1750 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 
2-おけきく. おゃ. 〈. 8-953-00-35-491.

こ. ╋けくっすくにえ, こ. ╀かぇゅけょぇすくにえ, 10 
しけす., くっ さぇいさぇぉけすぇく, 350 す.さ., 8-902-
27-83-703.
]′╇╋〉

1-おけきく. おゃ., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ.
2-おけきく. おゃ., す. 8-912-649-80-29.

]ょぇき 
こさけういゃけょしすゃっくくけっ こけきっとっくうっ 

300 き2, さ-く ちっくすさ.

╉〉‶╊ぃ
1-2-おけきく. おゃ. うかう こさっょかけあせ ゃぇ-

さうぇくすに けぉきっくぇ. 〈. 8-912-649-80-29, 
8-902-27-83-703.

2-おけきく. おゃ. ゃ くけゃけき ょけきっ. 〈っか. 
8-902-27-83-703. 

╃けき うかう こさっょかけあせ ゃぇさうぇくすに けぉ-
きっくぇ. 〈. 8-912-649-80-29, 8-902-27-
83-703.

]ぇょ. 〈. 8-912-649-80-29, 8-902-
27-83-703.

〉つ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ.
╆っき. せつ-お こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ ゃ ゅけさけ-

ょっ ╀っさっいけゃしおけき, す. 8-922-13-18-399.
╋╄′ぅぃ

1-おけきく. おゃ.,  ゃ ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅっ, 
‶うけくっさしおうえ こけしひかけお, せか. ╃ぇくうかに 
╆ゃっさっゃぇ 28, 8/9, 32/14/7, くぇ 1-おけきく. 
おゃ., ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき+ょけこかぇすぇ. 〈っか. 
8-922-13-18-399.

╃ゃっ おけきく. 18,5 う 13 き2, 4/5 くぇ 
2-おけきく. おゃ., す. 8-912-649-80-29.

╉せこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく 
かのぉけえ しかけあくけしすう.

‶さうゃぇすういぇちうは いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ.

╉けきくぇすぇ, こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. 
╋っすぇかかうしすけゃ, 10, 2/2, ょっさっゃ., 11,6 おゃ. 
き, ち. 350 す.さ. 〈っか. 8-953-00-35-491.

╋╄′ぅぃ
3-おけきく. おゃ., こけし. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. 

]けゃたけいくぇは, 1, せ/こ, 2/3, おうさこ., 2 ぉぇか-
おけくぇ いぇしすっおか. くぇ 2-おけきく. おゃ. ゃ こけし. 
【うかけゃおぇ うかう こさけょぇき.
╉〉‶╊ぃ
╉けきく. ゃ けぉとっあうすうう, 8-953-38-61-537.
1-おけきく. おゃ., 1-にえ ねす., おうさこ. ょけき, 
]けゃっす. こけし. 8-904-98-94-877.
1-おけきく. おゃ., 8-922-21-23-024.
2-おけきく. おゃ., 8-950-65-65-476.
][¨』′¨, 2-おけきく. おゃ., せ/こ, さ-く ]け-
ゃっすしおうえ, 8-953-38-61-537. 
‶[¨╃┿ぃ 

おけきくぇすに ゃ けぉとっあうすうう, せか. 
╋うさぇ, 2, 5/5, 21,8 き2, しきっあくにっ. 『. 
850 す.さ.

おけきく. ゃ 3-お. おゃ., せか. 』ぇこぇっゃぇ, 36, 
2/3, 20き2, しけしす. たけさ., 850 す. さ.

おけきくぇすぇ ゃ 3-おけきく. おゃ., ゅ. ╄おぇすっ-
さうくぉせさゅ, せか. ‶ったけすうくちっゃ, 3/9, 11 おゃ. 
き, ち. 750 す.さ. うかう けぉきっく くぇ おけき-すせ ゃ  
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ.

1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 14, 
31/18/6,5, おうさこ, 4/5, ゃけょけくぇゅさっゃぇ-
すっかぬ, 1450 す. さ.

2-おけきく. おゃ., ╆ぇさっつくぇは, 17, せ/こ, 
1/2, 49/29/8, かけょあ. いぇしす., 1550 す.さ., 
うかう こけきっくはの.

2-おけきく. おゃ., ]すさけうすっかっえ, 9, 5/5, 
こかぇしすうお. けおくぇ, 44/23/6, 1580 す.さ.

2-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 
16, 5/5, 45/31/6, ょけき こけしかっ おぇこ. さっ-
きけくすぇ, こかぇしす. けおくぇ. 『. 1650 す.さ.

2-おけきく. おゃ., せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 
5, 40/32/8, 1/2, ぉぇかおけく. 『. 1520 す.さ.

3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 
せ/こ , 63/42/8, 1/9, かけょあ. いぇしす., 2350 
す. さ.

3-おけきく. おゃ., せ/こ, ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 
5/9, 63/42/8, 2400 す.さ.

3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/3, 
1/9, 63/42/8, ゃ たけさ. しけしす., ち. 2350 
す.さ. うかう こけきっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.

3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 12ぇ, 
せ/こ, 1/5, 61/40/7,5, かけょあうは くぇ 2 
けおくぇ. 『. 2550 す.さ., すけさゅ.

3-おけきく. おゃ., せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 7, 
せ/こ, 5/5, 63/42/8, ち. 2550 す.さ.

4-おけきく. おゃ., せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 
せ/こ, こぇくっかぬ, 4/9, かけょあうは, 80/55/8, 
っゃさけさっきけくす, ち. 3500 す.さ.

4-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 
3/9, こぇくっかぬ, 63/43/7, 2 ぉぇかおけくぇ, ち. 
2350 す.さ.

4-おけきく. おゃ., せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 
1/5, 73/52/6, ち. 2350 す.さ.
╃¨╋┿

せか. ╊. 〈けかしすけゅけ, くけゃにえ, ょっさっゃ., 54 
おゃ.き, ゅぇい, ゃけょぇ, し/せ, くけゃぇは ぉぇくは, ゃに-
ゅさっぉくぇは はきぇ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ., 
ち. 3300 す.さ. 〈けさゅ.

せか. ′っおさぇしけゃぇ, 2 おけきくぇすに, おせたくは, 
こさうしすさけえ (おうさこうつ), ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇ-
かっす, ゃぇくくぇは, 6 しけす., 1920 す.さ.

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ 
くっょゃうあうきけしすう

(おせこかは, こさけょぇあぇ, けぉきっく, 
しけしすぇゃかっくうっ ょけゅけゃけさけゃ, 

ぉっしこかぇすくにっ おけくしせかぬすぇちうう)

2-おけきく. おゃ., せか. ┿くせつうくぇ, 3, 
41/26/6, 4/4, おけきく. ういけか., ぉぇかおけく. 
1550 す.さ. うかう きっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ.

せか. ╊っくうくぇ, 2ぇ, 2 ねす., おうさこ., 
S 512 き2, 8 しけすけお ゃ しけぉ-すう, ち. 
12000 す.さ.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╁にしけち-
おけゅけ, 0,74 ゅぇ, こけょ ぇゃすけしぇかけく, ち. 
35000 す.さ.

2-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 
15/2, 9/9, 42/27/9, こっさっこかぇ-
くうさけゃおぇ, ゃ けすか. しけしすけはくうう. 『. 
1900 す.さ.

╉¨〈〈╄╃╅╇
し. ╉けしせかうくけ, ╀っかけはさしおうえ さ-く, せか. 

〉さぇかぬしおぇは, S 300 おゃ. き, ぉかぇゅけせしすさ., 2 
ねす., て/ぉか + こ/ぉか, きぇくしぇさょぇ 130 おゃ. き, 
3 し/せ, ゅぇさぇあ 90 おゃ. き,  て/ぉか., 18,5 しけす. 
ゃ しけぉ. 15000 す.さ.

〉』┿]〈╉╇
こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, せか. ╉. 

『っすおうく (ょけき こけゃさ. こけあぇさけき), ゅぇい, 
ゃけょぇ, ゃにゅさっぉくぇは はきぇ, 9 しけすけお いっきかう 
ゃ しけぉしすゃ., こけょなっいょ ぇしそぇかぬすうさけゃぇく, 
おぇくぇかういぇちうは, ち. 2000 す.さ. 〈¨[╂.

こけし. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけ-
ゃぇ, ょっさ. ょけき 24 き2, けすけこか. こっつくけっ, 
ねか-ゃけ, しおゃぇあうくぇ, 15,4 しけす. ゃ しけぉ-
しすゃっくくけしすう, 1500 す.さ. 〈¨[╂.

こけし. ]ぇさぇこせかおぇ, こっさ. ╉けさけすおうえ, 
15 しけす., ち. 990 す.さ.

こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, こっさ. ′ぇ-
ゅけさくにえ, 10,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., かっしくけえ 
きぇししうゃ, おけききせく. こけ せかうちっ, ゃけいきけ-
あっく けぉきっく くぇ ょけき, ち. 2000 す.さ.

せか. ╆うきくはは (くっょけしすさけえ), S 9た15 
おゃ. き, ちけお. ねす., こっさっおさにす こかうすぇきう, 
10,5 しけす. ゃ しけぉ-すう, おけききせくうお. こけ 
せかうちっ, ち. 2900 す.さ. うかう きっくはの.
]┿╃｠

ゅ. ╁. ‶にてきぇ, ]〈 «‶さうけいっさくにえ», 
4 しけす., ょけき 2 ねすぇあぇ, ねか-ゃけ, しおゃぇあう-
くぇ, すっこかうちぇ, ち. 500 す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, お/し わ3, ょけき 
てかぇおけいぇかうゃくけえ, ぉっい ゃくせすさ. けすょっかおう, 
50 き2, 4 しけす. いっきかう, ち. 250 す.さ.

お/し «′うゃぇ», 6 しけす. いっきかう, そせく-
ょぇきっくす 3た6, ち. 430 す.さ.

お/し わ8 こ. 【うかけゃしおうえ, 4,5 し.い., 
あうかけえ ょけき うい ぉさせしぇ, 2 ねす. 48 き2, 
こっつくけっ けすけこかっくうっ, ぉぇくは 2た4, ぉさせし, 
2 すっこかうちに, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, ゅぇい-ぉぇかかけく, 
1500 す.さ., すけさゅ.
╂┿[┿╅╇

╂ぇさぇあ, さ-く ╉うさけゃしおうえ, 6た4, けゃけと. 
はきぇ. ち. 160 す.さ.
〉』┿]〈╉╇ ‶¨╃ ]〈[¨╇〈╄╊を]〈╁¨ 
‶[¨╋. ¨╀‒╄╉〈¨╁

こけし. ╊っくうくしおうえ, 4,7 ゅぇ.
′っあ. こけきっと. ╀╋╃╉ 300き2, うかう 

しょぇき ゃ ぇさっくょせ, 150 さ. いぇ き2.

]╃┿ぃ 
こ. ╊っくうくしおうえ, 1 ゅぇ いっきかう: 1000 き2 

しおかぇょしおけっ こけきっとっくうっ, ¨╀╉ – 200 き2.
こ. ╊っくうくしおうえ, 1 ゅぇ いっきかう.

]さけつくにえ ゃにおせこ 1-2-おけきく. おゃ., ぉに-
しすさにえ さぇしつっす. 8-902-26-24-408.

╁しっ ゃうょに せしかせゅ こけ くっょゃうあうきけ-
しすう: こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ, けぉきっく,
おけくしせかぬすぇちうう (ぉっしこかぇすくにっ), 
せしかせゅう くっいぇゃうしうきけゅけ けちっくとうおぇ.

╉〉‶╊ぃ:
- 1-おけきく. おゃ. うかう さぇししきけすさの 
けぉきっく くぇ ょけき

- 2-おけきく. おゃ.
- 3-おけきく. おゃ.
]╃┿╋:
おけきくぇすせ, ゃ おけすすっょあっ, 8-912-29-
64-607.
おけすすっょあ, 8-908-90-46-116. 
╋╄′ぅぃ: 
╃けき, こ. 【うかけゃおぇ, くぇ 3-おけきく. おゃ., 
8-912-29-64-607.
‶[¨╃┿╋:
1-おけきく. おゃ. ゅ. ]にしっさすぬ, き-さく 
╉ぇきっくくにえ ちゃっすけお, 1 ]′, くけゃにえ ょけき, 
10/10, 34/18/9 き2, さっきけくす. 『っくぇ 1 
300 す.さ. [ぇししきけすさの けぉきっく.
2-おけきく. おゃ. せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 9, 3/5, 
おうさこ., 45/31/6 き2, おけきくぇすに ゃぇゅけく., 
し/せ, さぇいょっかぬくにえ, おけしきっすうつ. さっきけくす. 
『っくぇ 1 660 す.さ. うかう こけきっくはの くぇ 
1-おけきく. おゃ. し ゃぇてっえ ょけこかぇすけえ.
2-おけきく. おゃ., ╉さ. ╂っさけっゃ, 5.
2-おけきく. おゃ., ╋. ]うぉうさはおぇ, 3.
3-おけきく. おゃ., せか. ぁくっさゅけしすさけうすっ-
かっえ, 35, 2/3, 78/54/10 き2, おけきく. 
ういけかうさ., し/せ さぇいょっかぬくにえ, おぇこ. 
さっきけくす: いぇきっくぇ こけかぇ, ょゃっさっえ, けおけく, 
しぇくすったくうおう, しうしす. けすけこかっくうは う 
ゃけょけしくぇぉあ. 『っくぇ 2 800 す.さ.
3-おけきく. おゃ., ╂ぇゅぇさうくぇ 15/3, 7/9, 
62/40/8, かけょあうは いぇしすっおかっくぇ, ち. 
2300 す.さ.
╃けき, せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, ぉさせし, 80 き2, 3 
おけきく.+おせたくは, くけゃぇは ぉぇくは, せつ-お 13 
しけす., ゃ しけぉしす-すう. 『っくぇ 3 600 す.さ.
╃けき, せか. ╋っぉっかぬとうおけゃ, てかぇおけいぇ-
かうゃくけえ, 69 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, けすけこかっ-
くうっ, せつ-お 6 しけす., ち. 3100 す.さ., うかう 
さぇししきけすさの けぉきっく.
╃けき, こ. 【うかけゃおぇ, せか. ╊っくうくぇ, 
ょっさっゃ., 59 き2, ゅぇい. ゃけょぇ, けすけこかっくうっ, 
せつ-お 9 しけす. うかう さぇししきけすさの けぉきっく くぇ 
3 おけきく. おゃ., し ゃぇてっえ ょけこかぇすけえ.
╉けすすっょあ, せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, こ/ぉか., 
けぉかうちけゃぇく おうさこうつ., 140 き2, いぇか + 
3 しこぇかぬくう + おせたくは-しすけかけゃぇは, し/せ, 
ぉぇくは, きぇしすっさしおぇは, せつ-お 10 しけす., さぇい-
さぇぉけすぇく, ゃ しけぉしす-すう. 『っくぇ 7 きかく.さ., 
すけさゅ.
╉けすすっょあ, せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 
こ/ぉか., けぉかうちけゃぇく おうさこ., 175 き2, 
ちけおけかぬく. ねすぇあ, 1 ねす. あうかけえ, いぇか + 
3 しこぇかぬくう + おせたくは-しすけかけゃぇは, し/せ, 
きぇくしぇさょぇ, せつ-お 8 しけす., ゃ しけぉしす-すう. 
『っくぇ 5 800 す.さ.
╆っき. せつ-お, こっさ. ┿ゃうぇちうけくくにえ, 2, 
7,5 しけす. 『っくぇ 1 400 す.さ. [ぇししきけすさの 
けぉきっく.
]ぇょ (わ 31), 44 おゃぇさすぇか, 8,5 
しけす., くっぉけかぬて. おうさこ. ょけき, 30 き2, 
きぇくしぇさょぇ, ゃっさぇくょぇ, くけゃぇは ぉぇくは し 
ゃっさぇくょけえ, しおゃぇあうくぇ, 2 すっこかうちに うい 
こけかうおぇさぉけくぇすぇ. ╅うゃけこうしくけっ きっしすけ 
ょかは けすょにたぇ. ‶け せつぇしすおせ こさけすっおぇっす 
さっおぇ ‶にてきぇ. 『っくぇ 1 300 す.さ. [ぇし-
しきけすさの けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ.
]ぇょ, こ.【うかけゃおぇ, 5,5 しけす., くっぉけかぬて.
かっすく. ょけき, ぉさっゃ. ぉぇくは, すっこかうちぇ, 
こぇさくうお, ゃしっ くぇしぇあょっくうは. [はょけき 
し せつ-おけき きっしすけ ょかは けすょにたぇ う 
おせこぇくうは. 『っくぇ 800 す.さ. [ぇししきけすさの 
けぉきっく くぇ おけきくぇすせ ゃ おゃぇさすうさっ.
╂ぇさぇあ (′╀‶), せか. ぁくっさゅけしすさけうすっ-
かっえ, 39, 3*6. 『っくぇ 120 す.さ.
╂ぇさぇあ, こ. ╉うさけゃしおうえ, 20 き2, 
けゃけとく. はきぇ. 『っくぇ 130 す.さ.

せか. ┿くせつうくぇ, ょけき 2, 
すっか.: 4-12-36,

89049894877, 89506565476, 
89222123024, 89533861537

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «『╄′〈[»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 6ぇ,
けそうし 3.

〈っか.: 4-91-29,
8-912-296-46-07

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 1. 
〈っか.: 4-11-45, 3-48-95

ÎÎÎ ”ÊÎÌÔÎÐÒ”

〈せさぉぇいぇ, 
こ. ╉せさぬう, ゅ. ]せたけえ ╊けゅ, 110 おき 

けす ╄おぉ., 18 し. い., 3 ゅぇ ゃ ぇさっくょっ, 2 
おけさこせしぇ こけ 70 き2, VIP-ょけき し おぇきうくけき, 

ぉぇくは, ぉっしっょおぇ くぇ 20 つっかけゃっお, 
4100 す. さ.

せか. ]けかくっつくぇは, くけゃにえ うい ぉさせしぇ, 
187 き2, ちけおけかぬくにえ ねすぇあ こっさっおさにす  
こかうすぇきう 100き2, ゃにしけすぇ こけょゃぇかぇ 3,5 
き, ゅぇい, ゃけょぇ, けおくぇ こかぇしすうお+ょっさっゃけ, 
こけか いぇかうゃくけえ, ね/ね-380╁, おさにてぇ きっ-
すぇかかけこさけそうかぬ. 18 しけす. いっきかう, ぉぇくは, 
ち. 4200 す.さ. 

せか. ╃けぉさけかのぉけゃぇ, おうさこ. 3 ねすぇあぇ 
+ ちけおけかぬ, 260 き2, 2 しぇく. せいかぇ, すっ-
こかにっ こけかに, いうきくうえ しぇょ, ぉぇくは 4た5, 
ゅぇさぇあ くぇ 2 ぇゃすけ, 11 しけす. ゃ しけぉしすゃ., 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, しゃけは ねかっお-
すさけしすぇくちうは. 『. 15000 す.さ.

せか. ¨. ╉けてっゃけゅけ, くけゃにえ, ぉかぇ-
ゅけせしすさけっくくにえ, 120 き2 こっくけぉかけお, 6 
しけす. ゃ しけぉしす., ぉぇくは 4た3, かぇくょてぇそす. 
『. 3800 す.さ. 〈¨[╂.

こけし. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉かせぉ-
くぇは, ょっさっゃ., ゅぇい, しおゃぇあうくぇ, ぉぇくは, 
13 し. い., (せつ-お てうさけおうえ, せょけぉっく 
ょかは しすさけうすっかぬしすゃぇ), せかうちぇ ぇし-
そぇかぬすうさけゃぇくぇ, 3000 す.さ.

′っあ. こけきっと. 
╋ぇゅぇいうく  «‶ぇかかぇょぇ», 

『うけかおけゃしおけゅけ, 14. S = 670 き2, 
12 000 000.
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╁¨╆を╋╇〈╄ ′┿ ╆┿╋╄〈╉〉
╁ くけはぉさっ きけぉうかぬくぇは おかう-

っくすしおぇは しかせあぉぇ せこさぇゃかっくうは 
‶っくしうけくくけゅけ そけくょぇ こけぉにゃぇっす 
ゃ ょゃせた こけしひかおぇた:

18 つうしかぇ – ゃ ╊けしうくけき
25 つうしかぇ – ゃ ╉かのつっゃしおっ. 
╇いゃっしすっく う ゅさぇそうお ゃにっいょくにた 

こさうひきけゃ くぇしっかっくうは こけ ゃけこさけしぇき 
くぇつうしかっくうは おけきこっくしぇちうえ う しせぉしう-
ょうえ くぇ けこかぇすせ あうかけゅけ こけきっとっくうは 
う おけききせくぇかぬくにた せしかせゅ せこさぇゃかっ-
くうは ╅╉》: 

16 う 18 くけはぉさは  – ゃ ╋けくっすくけき
23 くけはぉさは – ゃ ╉っょさけゃおっ
25 くけはぉさは – ゃ ╉かのつっゃしおっ.
‶さうひきに ぉせょせす こさけたけょうすぬ ゃ いょぇ-

くうはた ぇょきうくうしすさぇちうえ こけしひかおけゃ 
し 10 ょけ 16 つぇしけゃ. ]こっちうぇかうしすに 
せこさぇゃかっくうは ╅╉》 こさけしはす こさうくっ-
しすう くぇ ゃしすさっつせ せょけしすけゃっさっくうは, 
こけょすゃっさあょぇのとうっ こさぇゃけ くぇ おけき-
こっくしぇちうの, う おゃうすぇくちうう こけ けこかぇすっ 
あうかけゅけ こけきっとっくうは う ゃしった おけききせ-
くぇかぬくにた せしかせゅ. 

 ***
╂さぇあょぇくっ こけあうかけゅけ ゃけいさぇしすぇ う 

うくゃぇかうょに しすぇさてっ 18 かっす, こさけあう-
ゃぇのとうっ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
う くせあょぇのとうっしは ゃ こさけそっししうけくぇかぬ-
くけき, しけちうぇかぬくけき う こしうたけかけゅうつっ-
しおけき ゃけししすぇくけゃかっくうう, きけゅせす こさけえ-

すう っゅけ ゃ «¨ぉかぇしすくけき ちっくすさっ さっぇ-
ぉうかうすぇちうう うくゃぇかうょけゃ», けすょっかっくうう 
さっぇぉうかうすぇちうう うくゃぇかうょけゃ う ゃっすっさぇ-
くけゃ «╋うさくにえ» ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしおぇ, 
ゃ しけちうぇかぬくけ-さっぇぉうかうすぇちうけくくにた 
けすょっかっくうはた こ. [っそすうくしおけゅけ, ]に-
しっさすしおけゅけ さぇえけくぇ, ¨おすはぉさぬしおけゅけ 
さぇえけくぇ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ.

╁ くぇてっき ゅけさけょっ くぇこさぇゃかっくうっ ゃ  
すぇおうっ けすょっかっくうは きけあくけ こけかせつうすぬ 
ゃ おけきこかっおしくけき ちっくすさっ しけちうぇかぬ-
くけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは くぇしっかっくうは. 
╆ぇ ぉけかっっ こけかくけえ うくそけさきぇちうっえ 
けぉさぇとぇえすっしぬ こけ ぇょさっしせ: せか. 〈っぇ-
すさぇかぬくぇは, 34, おぇぉうくっす わ7. 
〈っかっそけく 4-69-22.

***
《っょっさぇかぬくにっ かぬゅけすくうおう, おけ-

すけさにき こけかけあっく くぇぉけさ しけちうぇかぬ-
くにた せしかせゅ ゃ くぇすせさぇかぬくけき ゃうょっ ゃ 
2011 ゅけょせ, せあっ ゃ くけはぉさっ ゃきっしすっ 
し こっくしうっえ こけかせつぇす しけけすゃっすしすゃせの-
とうっ しこさぇゃおう けす ‶《 くぇ ゃけいきっとっ-
くうっ こけ ぉっしこかぇすくにき かっおぇさしすゃぇき, 
しぇくぇすけさくけ-おせさけさすくけきせ かっつっくうの 
う こさけっいょせ ゃ こさうゅけさけょくけき あっ-
かっいくけょけさけあくけき すさぇくしこけさすっ. ┿ 
すっ かぬゅけすくうおう, おけすけさにっ こけかせつぇのす 
こっくしうう つっさっい ]ぉっさぉぇくお, ょけかあ-
くに いぇえすう いぇ すぇおうきう しこさぇゃおぇきう ゃ 
せこさぇゃかっくうっ ‶《.

╋｠ ╇ ╆┿╉¨′

┥┷┨╀ ┻┩┵┶┩┱, ┵┶┷┨┩┱┶!
╄かっくぇ ╊〉╉をぅ′』╄′╉¨, 
いぇき. くぇつぇかぬくうおぇ せこさぇゃかっくうは ‶《 ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき
〉つっぉくにえ ゅけょ せあっ ゃ さぇいゅぇさっ. ╇ けぉ 

ねすけき いくぇのす くっ すけかぬおけ さけょうすっかう う 
せつっくうおう, くけ う… しけすさせょくうおう ‶っく-
しうけくくけゅけ そけくょぇ. ╋に くぇこけきうくぇっき 
こけかせつぇすっかはき すさせょけゃにた こっくしうえ こけ 
しすぇさけしすう, うくゃぇかうょくけしすう, こけ しかせ-
つぇの こけすっさう おけさきうかぬちぇ け くっけぉ-
たけょうきけしすう ゃけゃさっきは こさっょしすぇゃうすぬ 
ょけおせきっくすに, こけょすゃっさあょぇのとうっ 
けぉせつっくうっ ゃぇてうた ょっすっえ. ぁすけ くっけぉ-
たけょうきけ ょかは せしすぇくけゃかっくうは こけゃに-
てっくくけゅけ そうおしうさけゃぇくくけゅけ ぉぇいけゃけ-
ゅけ さぇいきっさぇ う こっくしうう こけ ]‶╉. ¨くう, 
おぇお ういゃっしすくけ,  いぇゃうしはす けす くぇかうつうは 
せ こっくしうけくっさぇ くっすさせょけしこけしけぉくにた 
つかっくけゃ しっきぬう, お おけすけさにき けすくけしはす-
しは ょっすう ゃ ゃけいさぇしすっ ょけ 18 かっす うかう 
しすぇさてっ, っしかう けくう けぉせつぇのすしは けつくけ 
ょけ ょけしすうあっくうは 23 かっす. 

‶けゃにてっくくにえ そうおしうさけゃぇくくにえ 
ぉぇいけゃにえ さぇいきっさ う こっくしうは こけ ]‶╉ 
せしすぇくぇゃかうゃぇのすしは ょけ 18-かっすくっゅけ 
ゃけいさぇしすぇ うあょうゃっくちぇ くぇ けしくけゃぇ-
くうう しゃうょっすっかぬしすゃぇ け さけあょっくうう. ┿ 
こけしかっ くっけぉたけょうきけ こさっょけしすぇゃうすぬ 
ょけこけかくうすっかぬくけ しこさぇゃおせ うい ¨〉 し 
うくそけさきぇちうっえ け ょぇすっ くぇつぇかぇ せつひ-
ぉに, そけさきっ けぉせつっくうは う しさけおっ っひ 
けおけくつぇくうは. 〈うこ う ゃうょ せつっぉくけゅけ 
いぇゃっょっくうは くっ うきっのす いくぇつっくうは: 
けくけ きけあっす ぉにすぬ ゅけしせょぇさしすゃっく-
くにき うかう おけききっさつっしおうき, ぇ けぉせ-
つっくうっ こかぇすくにき うかう ぉっしこかぇすくにき. 
′け っしすぬ う うしおかのつっくうは: けぉせつっくうっ 
ゃ ¨〉 ょけこけかくうすっかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇ-
くうは, ╋╁╃, きうくうしすっさしすゃぇ けぉけさけくに, 
ゃけっくくにた せつうかうとぇた, おけゅょぇ おせさしぇくす 
うきっっす しすぇすせし ゃけっくくけしかせあぇとっゅけ 

うかう しけすさせょくうおぇ ╋╁╃, くっ ょぇのす 
こさぇゃぇ くぇ せしすぇくけゃかっくうっ こけゃにてっく-
くけゅけ ぉぇいけゃけゅけ さぇいきっさぇ. 

╄しかう ゃに ゃこっさゃにっ こさっすっくょせっすっ 
くぇ すぇおせの こけょょっさあおせ ゅけしせょぇさしすゃぇ, 
すけ ゃぇき こさうょひすしは こけいぇぉけすうすぬしは け 
しこさぇゃおっ け しけゃきっしすくけき こさけあうゃぇ-
くうう し うあょうゃっくちっき, っしかう あうゃひすっ 
さぇいょっかぬくけ, すけ こさうくっしうすっ ょけおせ-
きっくす け さぇしたけょぇた ゃ こけかぬいせ さっぉひくおぇ. 
╁ ╀っさひいけゃしおけき 618 こっくしうけくっさけゃ 
こけかせつぇのす こけゃにてっくくにえ そうおしうさけ-
ゃぇくくにえ ぉぇいけゃにえ さぇいきっさ う こっくしうの 
こけ しかせつぇの こけすっさう おけさきうかぬちぇ くぇ 
ょっすっえ しすぇさてっ 18 かっす. ╁ 2010 ゅけょせ 
しこっちうぇかうしすに けすょっかぇ くぇいくぇつっくうは, 
こっさっさぇしつっすぇ う ゃにこかぇすに こっくしうう 
せしすぇくけゃうかう そぇおすに けすつうしかっくうは 
ょっすっえ うい ¨〉. [けょうすっかう あっ こさっょ-
こけつかう しおさにすぬ ねすけ. ′っすさせょくけ ょけ-
ゅぇょぇすぬしは, つすけ ゃ うすけゅっ けおぇいぇかうしぬ 
こっさっこかぇすに: 11 こっくしうけくっさけゃ くっ-
いぇおけくくけ こけかせつうかう こけゃにてっくくにえ 
そうおしうさけゃぇくくにえ ぉぇいけゃにえ さぇいきっさ, 
22 しすせょっくすぇ, おけすけさにき ぉにかう くぇ-
つうしかっくに こっくしうう こけ ]‶╉, すぇおあっ 
くっかっゅうすうきくけ ゃけしこけかぬいけゃぇかうしぬ 
ょっくぬゅぇきう, こけしおけかぬおせ ぉにかう けすつうし-
かっくに. ‶さぇゃょぇ, ょっしはすっさけ うい くうた 
ょけぉさけゃけかぬくけ ゃっさくせかう しさっょしすゃぇ, 
くけ くぇ 12 つっかけゃっお こっさっょぇくに ょけ-
おせきっくすに ゃ しせょ. ╁しひ すぇえくけっ しすぇくけ-
ゃうすしは おけゅょぇ-くうぉせょぬ はゃくにき, こけねすけ-
きせ ゃ しかせつぇっ こさっおさぇとっくうは せつひぉに 
かせつてっ しけけぉとうすぬ けぉ ねすけき ゃ せこさぇゃ-
かっくうっ ‶《 ゃ すっつっくうっ すさひた ょくっえ. 
╁しひ さぇゃくけ こけかせつっくくにっ くっいぇおけくくけ 
しさっょしすゃぇ こさうょひすしは ゃっさくせすぬ.

╇╆ ‶¨』〈｠ ぁ〈╇》 ╃′╄╈
╋｠ – ′┿]〈¨ぅ】╇╄ ╃[〉╆をぅ

╁っくっさぇ ′┿╂〉╋┿′¨╁┿, ゃにこせしおくうちぇ ておけかに わ2
′ぇゃっさくけっ, おぇあょけきせ おぇあっすしは, つすけ 

っゅけ ておけかぬくにえ おかぇしし ぉにか しぇきにき-
しぇきにき… ′け くぇて 10 «ゃ» 1969 ゅけょぇ 
ゃにこせしおぇ – ょっえしすゃうすっかぬくけ, くっけぉにつ-
くにえ, きけあくけ しおぇいぇすぬ, ょぇあっ いゃひいょ-
くにえ. ╋けえ けょくけおぇてくうお ′うおけかぇえ 
╀けさけょぇえかのお しっゅけょくは ょうさっおすけさ ]¨╉ 
«╊うょっさ». ′っ せょうゃうすっかぬくけ, つすけ けく 
しょっかぇか うきっくくけ すぇおせの おぇさぬっさせ: ぉせ-
ょせつう こけょさけしすおけき, ょっくぬ-ょっくぬしおけえ 
こさけこぇょぇか くぇ しこけさすこかけとぇょおっ し ぉぇ-
しおっすぉけかぬくにき きはつけき. [ぇぉけすぇは ゃ 
こさけそすったせつうかうとっ わ67, こけょゅけすけゃうか 
おけきぇくょせ – くっけょくけおさぇすくけゅけ こさう-
いひさぇ こっさゃっくしすゃぇ [けししうう. ┿ おぇおけえ 
しすぇあ こさけそしけのいくけえ う ょっこせすぇすしおけえ 
さぇぉけすに せ ╁うおすけさぇ ]すぇしうゃぇ! ]ぇてぇ 
╅ぇさけゃうく – ゃけっくくにえ, しっえつぇし きぇえけさ 
ゃ けすしすぇゃおっ, うきっっす しっきぬ こさぇゃうすっかぬ-
しすゃっくくにた くぇゅさぇょ. ╃け しうた こけさ こさけ-

ょけかあぇっす こうしぇすぬ しすうたう くぇて おかぇしし-
くにえ こけねす ╁うおすけさ 『うぉうく. 〉 ]ぇてう 
╀っかはっゃぇ – しけぉしすゃっくくにえ ぉういくっし, ぇ 
]ぇてぇ ╅せさけゃ – ゅかぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ 
¨╉╀ «′けゃぇすけさ».

╃せきぇの, おかぇししくにえ させおけゃけょうすっかぬ 
╊うょうは [けょうけくけゃくぇ ]けしくけゃしおぇは 
ゅけさょうすしは ゃしっきう くぇきう. ╇きっくくけ けくぇ 
くぇせつうかぇ くぇし ょさせあうすぬ, ぉかぇゅけょぇさは っえ 
きに くっ すっさはっき しゃはいう ょさせゅ し ょさせゅけき. 
╉かぇししくぇは ょぇきぇ ゃ おせさしっ くぇてうた せしこっ-
たけゃ う くっせょぇつ, いくぇっす, せ おけゅけ しおけかぬおけ 
ょっすっえ う ゃくせおけゃ, ぇ うた たゃぇすぇっす, ゃっょぬ 
«ょっゃつけくおう» せあっ しぇきう くぇ いぇしかせあっく-
くけき けすょにたっ, ぇ «こぇさくう» – ぉっい こはすう 
きうくせす こっくしうけくっさに. ╇ いょけさけゃけ, つすけ 
しこせしすは ぉけかっっ 40 かっす くぇし すはくっす ゃ 
ておけかせ, ゅょっ こさけてかぇ のくけしすぬ し おけきしけ-
きけかぬしおうきう しけぉさぇくうはきう, こけたけょぇきう, 
いぇきっつぇすっかぬくにきう せさけおぇきう. 

╃┿〈┿

È ÏÓÑÒÜ ÊËÈÅÍÒ 
ÁÓÄÅÒ ÂÑÅÃÄÀ ÏÐÀÂ
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂ぇゃさうかっくおけ

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

╁っさけくうおぇ しっかぇ こけせょけぉくっっ くぇ 
しすせか う こけかけあうかぇ させおう くぇ おさせ-
ゅかっくぬおうえ あうゃけすうお. 

– 〉 くぇし くっぉけかぬてけえ ょけき, 
くけ っきせ くせあっく さっきけくす, う おぇ-
こうすぇかぬくにえ. 〈っき ぉけかっっ つすけ ゃ 
そっゃさぇかっ さけょうすしは ゃすけさけえ きぇ-
かにて. ╋けあくけ ぉせょっす うしこけかぬいけ-
ゃぇすぬ きぇすっさうくしおうえ おぇこうすぇか くぇ 
さっおけくしすさせおちうの?

╄かっくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ ╊せおぬはく-
つっくおけ, いぇき. くぇつぇかぬくうおぇ せこさぇゃ-
かっくうは ‶《 ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき, させ-
おけゃけょうすっかぬ おかうっくすしおけえ しかせあぉに, 
こさうゃにつくけ いぇょせてっゃくにき すけくけき 
こけょさけぉくけ さぇししおぇいにゃぇっす  きけかけょけえ 
あっくとうくっ け すった ゃけいきけあくけしすはた, 
おけすけさにっ ょぇひす いぇおけく. ]っゅけょくは 
きけぉうかぬくぇは おかうっくすしおぇは しかせあぉぇ 
ゅけしすうす ゃ ╋けくっすくけき, ぇ こけ ゅさぇそうおせ 
しこっちうぇかうしすに ねすけゅけ こけょさぇいょっかっ-
くうは, ゃけけさせあうゃてうしぬ くけせすぉせおけき, 
っょせす ゃ こけしひかおう ╀╂¨ ょゃぇあょに ゃ 
きっしはち. ┿ っとひ けくう くぇゃっとぇのす くぇ 
ょけきせ うくゃぇかうょけゃ, つすけぉに こさうくはすぬ 
けす くうた いぇはゃかっくうは, けすゃっすうすぬ くぇ 
ゃけこさけしに.  

– ‶さうたけょはす くぇ おけくしせかぬすぇちうの 
つぇとっ ゃしっゅけ けょくう う すっ あっ かのょう, 
– さぇししおぇいにゃぇっす ╄かっくぇ ╁かぇょうきう-
さけゃくぇ. – ‶けつっきせ せ しけしっょおう すぇおぇは 
こっくしうは, ぇ せ きっくは ょさせゅぇは – ゃさけょっ 
ゃきっしすっ けすさぇぉけすぇかう けょうく しすぇあ. ┿ 
ゃけけぉとっ けとせとっくうっ, つすけ しすぇさうおぇき 
こさけしすけ たけつっすしは こけゅけゃけさうすぬ: けょくけ-
きせ ゃ つっすにさひた しすっくぇた くっしかぇょおけ. ╁ 
おかうっくすしおけき いぇかっ せこさぇゃかっくうは ‶っく-
しうけくくけゅけ そけくょぇ きに しすぇかう さぇしおかぇ-
ょにゃぇすぬ くっ すけかぬおけ ぉせおかっすに, くけ う… 
ゅかぇきせさくにっ あせさくぇかに. 〈ぇお ょぇきに 
こさうたけょはす すっこっさぬ こさけしすけ こけしうょっすぬ 
ゃ おさっしかっ う こけかうしすぇすぬ おさぇしけつくにっ 
ういょぇくうは. 

╆ぇぉにゃ しけぉしすゃっくくけっ くぇしすさけっ-
くうっ ょけきぇ, しけぉさぇゃ くっさゃに ゃ おせ-
かぇお, てっしすぬ しこっちうぇかうしすけゃ しかせあ-
ぉに ゃっょせす っあっょくっゃくにえ こさうひき 
こけしっすうすっかっえ. ╁ きっしはち お  うた 
けおけておぇき こけょたけょはす ゃ しさっょくっき 
1200 ゅけさけあぇく – ゃしっ しけ しゃけうきう 
ゃけこさけしぇきう, いぇこさけしぇきう う あうすっえ-
しおうきう うしすけさうはきう. 

– ╋くけゅうっ, こさっあょっ つっき けいゃせつうすぬ 
しゃけの こさけぉかっきせ, けぉはいぇすっかぬくけ 
さぇししおぇあせす, おぇお けくう ょけてかう ょけ 
すぇおけえ あういくう, おすけ うた けぉうあぇっす, 
ょぇ おぇお さぇくぬてっ かせつてっ ぉにかけ, – 
ょっかうすしは 〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ 
]ぇきけえかけゃぇ, しぇきにえ けこにすくにえ しけ-
すさせょくうお こけょさぇいょっかっくうは. – ‶さう-
たけょうすしは しかせてぇすぬ, せすってぇすぬ, こけ 
くっしおけかぬおせ さぇい さぇしすけかおけゃにゃぇすぬ 
けょくけ う すけ あっ, こっさっゃけょうすぬ ょけおせ-
きっくすに し のさうょうつっしおけゅけ はいにおぇ くぇ 
けぉにつくにえ. ′うつっゅけ くっ こけょっかぇすぬ: 

さぇぉけすぇ すぇおぇは, ぇ ねすけ くぇてう おかう-
っくすに. ┿ ゃけす きけかけょひあぬ せょうゃかはっす: 
こさうたけょはす し いぇはゃかっくうはきう, ゅょっ  ゃ 
すさひた しすさけつおぇた こけ すさう けてうぉおう, 
ょぇあっ しけぉしすゃっくくけっ けすつっしすゃけ せきせ-
ょさはのすしは うしおぇいうすぬ.

‶さう くぇかうつうう けつっさっょっえ ゃ いぇかっ 
お けおけておせ 〈ぇすぬはくに ╁ぇしうかぬっゃくに 
– しぇきにえ ょかうくくにえ たゃけしす: こけあう-
かけえ かのょ きぇゅくうすけき こさうすはゅうゃぇっす 
っひ いぇょせてっゃくけしすぬ, ぇくゅっかぬしおけっ 
すっさこっくうっ, けすおさにすけしすぬ う, おけくっつ-
くけ, けこにす – こさけそっししうけくぇかぬくにえ 
う あういくっくくにえ. ′け っひ きけかけょにっ 
おけかかっゅう し ゃせいけゃしおうき けぉさぇいけゃぇ-
くうっき, ぇ ょゃけっ – のさうしすに こけ こさけ-
そっししうう, すけあっ こさっおさぇしくけ いくぇのす 
しゃけひ ょっかけ. ぁすけ うた おけきぇくょっ こけさせ-
つっくけ けぉしかせあうゃぇすぬ こっくしうけくっさけゃ 
ゅけさけょぇ, そっょっさぇかぬくにた かぬゅけすくう-
おけゃ, けぉかぇょぇすっかっえ きぇすっさうくしおけ-
ゅけ おぇこうすぇかぇ, いぇしすさぇたけゃぇくくにた – 
けゅさけきくせの つぇしすぬ くぇしっかっくうは ╀╂¨, 
こさうつひき, けぉとぇはしぬ かうちけき お かうちせ. 
╉しすぇすう, くぇ ょうぇかけゅ こさう くけゃけき 
くぇいくぇつっくうう こっくしうう けすゃけょうすしは 
30-40 きうくせす, こさう こっさっさぇしつひすっ 
こっくしうう – こはすぬ. ╁ こっさゃけき しかせつぇっ 
くぇょけ さぇいけぉさぇすぬしは しけ ゃしっきう ょけ-
おせきっくすぇきう う いぇゃっしすう ねかっおすさけく-
くけっ ょっかけ. 

‶けせつうすっかぬくにた うしすけさうえ し くぇ-
いくぇつっくうっき こっくしうえ – たけすぬ さけ-
きぇく こうてう. ‶け きけかけょけしすう きに くっ 
けしけぉっくくけ いぇょせきにゃぇっきしは け こさぇ-
ゃうかぬくけしすう いぇこうしっえ ゃ すさせょけゃけえ 
おくうあおっ, いぇさこかぇすぇた ゃ おけくゃっさすぇた, 
くっ ぉっしこけおけうき さぇぉけすけょぇすっかは ゃけ-
こさけしぇきう け こっさっつうしかっくうはた ゃ ‶《, 
ぇ こさうたけょうす しさけお, う たゃぇすぇっきしは 
いぇ ゅけかけゃせ: こけつっきせ すぇおぇは こっくしうは 
きういっさくぇは? ]けすさせょくうおう しかせあぉに, 
しすけは くぇ いぇとうすっ こさぇゃ ゅさぇあょぇく, 
ょっかぇのす ゃしひ ゃけいきけあくけっ, つすけぉに 
ういにしおぇすぬ しぇきにっ ゃにゅけょくにっ ゃぇ-
さうぇくすに くぇつうしかっくうえ. 〈ぇお, くぇて 
いっきかはお, いぇさぇぉけすぇゃてうえ しすぇあ くぇ 
╉さぇえくっき ]っゃっさっ, ゃ 60 かっす きけゅ 
こさっすっくょけゃぇすぬ くぇ こっさっさぇしつひす 
こっくしうう, くけ くっ たゃぇすぇかけ ゃしっゅけ 
すさひた きっしはちっゃ. ]すぇかう てぇゅ いぇ てぇ-
ゅけき «けすしかっあうゃぇすぬ» ぉうけゅさぇそうの 
おかうっくすぇ. ╇ すせす けく ゃしこけきくうか, 
つすけ, ぉせょせつう しすせょっくすけき, ゃっつっ-
さけき こけょさぇぉぇすにゃぇか ょゃけさくうおけき. 
]ょっかぇかう いぇこさけし ゃ くせあくせの けさゅぇ-
くういぇちうの, ゃ うすけゅっ きせあつうくぇ しすぇか 
こけかせつぇすぬ こっくしうの くぇ ょゃっ すにしはつう 
させぉかっえ ぉけかぬてっ. 

╆ぇつぇしすせの ぇさたうゃに ゅけさけょけゃ 
ぉにゃてうた しすさぇく ]′╂ くっ しつうすぇのす 
くせあくにき けすゃっつぇすぬ くぇ つぇしすくにっ いぇ-
こさけしに. ╃させゅけっ ょっかけ, っしかう お くうき 
けぉさぇとぇのすしは しけすさせょくうおう そけくょぇ, 
てぇくしけゃ こけかせつうすぬ けすゃっす こけはゃかは-

っすしは ぉけかぬてっ. ′っさっょおけ しかせあぉぇ 
おぇお ょっすっおすうゃくけっ ぇゅっくすしすゃけ うとっす 
せあっ うしつっいくせゃてせの けさゅぇくういぇちうの, 
こさっょこさうはすうっ, つすけぉに こけかせつうすぬ 
くっけぉたけょうきせの しこさぇゃおせ こけ しすぇあせ. 
╆ょっしぬ ゃけししすぇくぇゃかうゃぇのす, こさうつひき 
しけゃっさてっくくけ ぉっしこかぇすくけ, ゃしっ せすっ-
さはくくにっ ょけおせきっくすに. ′っおけすけさにっ 
さぇしすっさはたう はゃかはのすしは いぇ ょせぉかう-
おぇすぇきう こけ こはすぬ さぇい, くけ ょぇあっ うき 
くっす けすおぇいぇ. 

′け しぇきうき しけすさせょくうおぇき しかせあ-
ぉに すけあっ こけさけえ すさっぉせっすしは こけ-
きけとぬ. ‶しうたけかけゅうつっしおぇは. ╀けかぬ-
てうくしすゃけ こけしっすうすっかっえ こさうたけょはす 
くぇ ゃしすさっつせ, せあっ くっしは ゃ しっぉっ 
ぇゅさっししうの. ╁ けつっさっょう けくぇ くぇ-
さぇしすぇっす おぇお しくっあくにえ おけき. ╇ ゃけす 
せあっ ゃしひ さぇいけつぇさけゃぇくうっ あうい-
くぬの, こけかうすうおけえ ゅけしせょぇさしすゃぇ 
ゃにかうゃぇっすしは くぇ ぉっょくにっ ゅけかけゃに 
しこっちうぇかうしすけゃ. ┿ くぇ こさけとぇ-
くうっ ぉぇぉせておう っとひ う こけこさっおくせす 
きうかかうけくぇきう, くぇゃけさけゃぇくくにきう 
╃せぉうくおうくにき. 〈っこっさぬ こけくはすくけ, 
こけつっきせ ゃ こけょさぇいょっかっくうっ ぉっさせす 
すけかぬおけ こしうたけかけゅうつっしおう せしすけえ-
つうゃにた しけすさせょくうおけゃ.

╊ひゅおうた ょくっえ いょっしぬ くっ ぉにゃぇっす, 
くっす う しっいけくくけしすう ゃ さぇぉけすっ: かっ-
すけき ょぇかっおけ くっ ゃしっ こっくしうけくっさに 
せたけょはす ゃ けゅけさけょに. ‶うお こさうひきぇ 
– こけしかっ うくょっおしぇちうう こっくしうえ. ′っ-
しきけすさは くぇ すけ, つすけ ]╋╇ こけょさけぉ-
くけ さぇししおぇいにゃぇのす う こけおぇいにゃぇのす 
したっきに う ちうそさに, ぇ しぇきう こっくしうけ-
くっさに こけかせつぇのす うくょうゃうょせぇかぬくにっ 
さぇしこっつぇすおう こけ こけつすっ, けくう ゃしひ 
さぇゃくけ こさうたけょはす, つすけぉに ゃけけつうの 
せぉっょうすぬしは ゃ こさぇゃうかぬくけしすう くぇ-
つうしかっくうえ. ‶さうつひき, しこさけしうゃ せ 
けょくけゅけ しこっちうぇかうしすぇ, こっさったけょはす 
お ょさせゅけきせ: ぇ ゃょさせゅ こっさゃにえ くっ-
こさぇゃ? ╉しすぇすう, いぇ きくけゅうっ ゅけょに 
しかせつうかぇしぬ かうてぬ けょくぇ すったくうつっ-
しおぇは けてうぉおぇ.

– 〉 くぇし てっしすぬ さぇゃくけいくぇつ-
くにた, ゃけしすさっぉけゃぇくくにた しかせあぉ, 
くけ うきっくくけ おかうっくすしおぇは はゃかはっすしは 
くぇてうき かうちけき, – しつうすぇっす させおけ-
ゃけょうすっかぬ せこさぇゃかっくうは ‶《 ゃ ゅ. 
╀っさひいけゃしおけき ╁うおすけさ ]っきひくけゃうつ 
╊ってせおけゃ. – ‶さっあょっ し おかうっくすぇ-
きう くぇこさはきせの ょゃぇ さぇいぇ ゃ くっょっ-
かの さぇぉけすぇか けすょっか くぇいくぇつっくうは, 
こっさっさぇしつひすぇ う ゃにこかぇすに こっく-
しうえ, ぇ こはすぬ かっす くぇいぇょ, ゃ くけはぉさっ 
2005-ゅけ, きに けょくう うい こっさゃにた ゃ 
けぉかぇしすう しけいょぇかう けすょっかぬくせの 
おかうっくすしおせの しかせあぉせ. ]けゅかぇしう-
すっしぬ, けつっくぬ くせあくせの う ゃぇあくせの 
ょかは ゅけさけょぇ う ゅけさけあぇく!

¨す せかにぉおう ゃ おかうっくすしおけえ しかせあぉっ しすぇくっす ゃしっき しゃっすかっえ
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ÁÛÑÒÐÛÉ ßÁËÎ×ÍÛÉ ÏÈÐÎÃ 
╇くゅさっょうっくすに: 
╃かは すっしすぇ:
• はえちぇ – 4 てす.
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 50 ゅ
• しけょぇ – 1/4 つ.か.
• しぇたぇさ – 60 ゅ
• きせおぇ – 100 ゅ
• ゃぇくうかぬくにえ しぇたぇさ – 1 こぇおっすうお
• かうきけく (くぇすひさすぇは ちっょさぇ) – 1 てす.
• すゃけさけゅ – 250 ゅ
╃かは くぇつうくおう:
• はぉかけおう – 1 おゅ
• ういのき – 100 ゅ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╁いぉうゃぇっき ょけ けぉさぇいけゃぇくうは こっくに きぇしかけ, しぇたぇさ けぉにつくにえ う ゃぇくうかぬくにえ, こけしすっこっくくけ ょけぉぇゃ-

かはは はえちぇ. ┿おおせさぇすくけ こけょきってうゃぇっき ちっょさせ かうきけくぇ, すゃけさけゅ う きせおせ, しきってぇくくせの し しけょけえ.
]きぇいにゃぇっき こさけすうゃっくぬ きぇしかけき う ゃにおかぇょにゃぇっき すせょぇ すっしすけ.
′ぇ すっしすけ せおかぇょにゃぇっき けつうとっくくにっ う くぇさっいぇくくにっ すけくおうきう かけきすうおぇきう はぉかけおう すぇお, つすけぉに 

ねすけ くぇこけきうくぇかけ さにぉぬの つってせの.
‶けしにこぇっき しゃっさたせ ういのきけき, おけさうちっえ う いぇこっおぇっき ゃ ょせたけゃおっ 30 きうくせす こさう すっきこっさぇすせさっ 200 

ゅさぇょせしけゃ. ╂けすけゃにえ ゅけさはつうえ こうさけゅ こけしにこぇっき すけかしすにき しかけっき しぇたぇさぇ. 

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ Ñ ÇÅËÅÍÜÞ
╇くゅさっょうっくすに: 

╃かは くぇつうくおう:
• しにさ – 150 ゅ 
• いっかひくにえ かせお – 150 ゅ
• せおさけこ – 150 ゅ
• しきっすぇくぇ – 100 ゅ
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 50 ゅ
╃かは すっしすぇ: 
• きせおぇ こてっくうつくぇは – 1 しすぇおぇく
• おっそうさ – 250 きか
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 50 ゅ
• ょさけああう しせたうっ – 7 ゅ
• しけかぬ – 0,5 つ.か.

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╃さけああう さぇいゃっしすう ゃ こけかけゃうくっ しすぇおぇくぇ おっそうさぇ. ╋せおせ う しけかぬ こさけしっはすぬ ゅけさおけえ ゃ ぉけかぬてせの 

きうしおせ. ╁ しっさっょうくっ ゅけさおう しょっかぇすぬ せゅかせぉかっくうっ う こけしすっこっくくけ ゃかうすぬ けしすぇゃてうえしは おっそうさ, さぇい-
ゃっょひくくにっ ょさけああう う さぇいきはゅつひくくけっ しかうゃけつくけっ きぇしかけ. ╆ぇきっしうすぬ きはゅおけっ すっしすけ, くぇおさにすぬ う 
こけしすぇゃうすぬ ゃ すひこかけっ きっしすけ くぇ 1,5–2 つぇしぇ, こけおぇ すっしすけ くっ せゃっかうつうすしは ゃょゃけっ. [ぇしおぇすぇすぬ すっしすけ 
ゃ おさせゅ すけかとうくけえ 1–1,5 しき.

‶さうゅけすけゃうすぬ くぇつうくおせ. ╆っかひくにえ かせお う せおさけこ こさけきにすぬ, けぉしせてうすぬ う きっかおけ くぇさっいぇすぬ. ]にさ くぇ-
すっさっすぬ くぇ おさせこくけえ すひさおっ う しきってぇすぬ し いっかっくぬの. ╁ くぇつうくおせ ょけぉぇゃうすぬ しきっすぇくせ う しけかぬ こけ ゃおせしせ. 
‶っさっきってぇすぬ う ゃにかけあうすぬ くぇ すっしすけ, くっ ょけたけょは ょけ おさぇは 2–3 しき. ╁にすはゅうゃぇは させおぇきう おけくちに かっこひて-
おう, こけしすっこっくくけ しすはくせすぬ うた お ちっくすさせ. ╆ぇとうこぇすぬ ゃかぇあくにきう させおぇきう. [ぇいさけゃくはすぬ こけゃっさたくけしすぬ 
こうさけゅぇ, こっさっかけあうすぬ っゅけ ゃ しきぇいぇくくせの きぇしかけき おさせゅかせの そけさきせ う っとひ さぇい さぇいさけゃくはすぬ すぇお, つすけぉに 
すけかとうくぇ こうさけゅぇ ぉにかぇ くっ ぉけかっっ 1,5–2 しき. ╁ しっさっょうくっ しょっかぇすぬ けすゃっさしすうっ う ゃしすぇゃうすぬ すさせぉけつおせ.

[ぇいけゅさっすぬ ょせたけゃおせ ょけ 200 °]. ╁にこっおぇすぬ こうさけゅ 12–15 きうくせすに ょけ しかっゅおぇ いけかけすうしすけゅけ ちゃっ-
すぇ. ╃ぇすぬ くっきくけゅけ けしすにすぬ う けぉうかぬくけ しきぇいぇすぬ しかうゃけつくにき きぇしかけき. ‶けょぇゃぇすぬ すひこかにき.

ÏÎÌÈÄÎÐÛ, ÔÀÐØÈÐÎÂÀÍÍÛÅ 
ÌßÑÎÌ È ÐÈÑÎÌ

╇くゅさっょうっくすに: 
• しゃっあうっ こけきうょけさに – 600 ゅ
• きはしけ きけかけすけっ – 300 ゅ
• さうし – 1/2 しすぇおぇくぇ
• かせお – 2 てす.
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 2 しす.か.
• かぇゃさけゃにえ かうしす, しけかぬ, こっさっち きけかけすにえ
╃かは しけせしぇ:
• きせおぇ – 1 しす.か.
• きぇしかけ しかうゃけつくけっ – 2 しす.か.
• しけせし すけきぇすくにえ – 2 しす.か. (うかう 6 てす. こけきうょけさけゃ) 
• きけさおけゃぬ – 1 てす.
• かせお – 1 てす.

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╋はしけ くぇさっいぇすぬ おせしけつおぇきう, こさけこせしすうすぬ つっさっい きはしけさせぉおせ. [うし こさけゃぇさうすぬ ゃ すっつっくうっ 20 

きうくせす. ╊せお さっこつぇすにえ きっかおけ くぇさっいぇすぬ う けぉあぇさうすぬ くぇ しおけゃけさけょっ し さぇいけゅさっすにき しかうゃけつくにき 
きぇしかけき ょけ いけかけすうしすけゅけ ちゃっすぇ. ╋はしけ, さうし, あぇさっくにえ かせお しきってぇすぬ, ょけぉぇゃうすぬ しけかぬ, きけかけすにえ 
こっさっち (きけあくけ ょけぉぇゃうすぬ こぇこさうおせ う きせしおぇすくにえ けさった).

]ょっかぇすぬ しけせし. ╋けさおけゃぬ くぇすっさっすぬ くぇ おさせこくけえ すひさおっ, かせお こけさっいぇすぬ きっかおけ, けぉあぇさうすぬ くぇ 
しかうゃけつくけき きぇしかっ, こけしかっ つっゅけ ょけぉぇゃうすぬ こさけすひさすにっ こけきうょけさに (うかう しけせし すけきぇすくにえ) う こさう 
こけきってうゃぇくうう こぇししっさけゃぇすぬ っとひ こはすぬ きうくせす. ╋せおせ けぉあぇさうすぬ くぇ しおけゃけさけょっ ょけ いけかけすうしすけゅけ 
ちゃっすぇ, こけしかっ つっゅけ さぇいゃっしすう ゅけさはつっえ ゃけょけえ, さぇいきってぇすぬ ょけ けょくけさけょくけえ きぇししに う ょけゃっしすう ょけ 
おうこっくうは. ╁ こけかせつっくくせの きぇししせ ょけぉぇゃうすぬ けぉあぇさっくくにっ けゃけとう し すけきぇすくにき しけせしけき, しぇたぇさ, こけ 
ゃおせしせ しけかぬ, こっさっち きけかけすにえ う ょけゃっしすう ょけ おうこっくうは.

¨すけぉさぇすぬ こかけすくにっ こけきうょけさに, しさっいぇすぬ ゃきっしすっ し こかけょけくけあおけえ ゃっさたくのの つぇしすぬ, つぇえくけえ 
かけあおけえ ゃにぉさぇすぬ きはおけすぬ う しっきっくぇ, おけすけさにっ きけあくけ うしこけかぬいけゃぇすぬ ょかは こさうゅけすけゃかっくうは しけせしぇ.  
‶けょゅけすけゃかっくくにっ こけきうょけさに くぇこけかくうすぬ そぇさてっき, しゃっさたせ こけしにこぇすぬ しにさけき, せかけあうすぬ ゃ けょうく 
さはょ ゃ おぇしすさのかの, いぇかうすぬ こけょゅけすけゃかっくくにき しけせしけき. ╃けゃっしすう ょけ おうこっくうは, くぇおさにすぬ おさにておけえ う 
こさう しかぇぉけき おうこっくうう いぇこっおぇすぬ ゃ すっつっくうっ 50 きうくせす (ゃ ょせたけゃけき ておぇそせ うかう くぇ こかうすっ).

‶さう こけょぇつっ くぇ しすけか いぇこさぇゃうすぬ しきっすぇくけえ. 

ØÓÐÏÀ
╇くゅさっょうっくすに: 

• ぉぇさぇくぬは かけこぇすおぇ – 1 おゅ
• ぉけかゅぇさしおうえ こっさっち – 2 てす.
• ぉぇおかぇあぇく – 1 てす.
• おぇぉぇつけお  – 1 てす.
• きけさおけゃぬ – 1 てす.

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╀ぇさぇくうくせ, けぉはいぇすっかぬくけ し おけしすはきう, こけさっいぇすぬ くぇ おせしおう. 

╆ぇかうすぬ たけかけょくけえ ゃけょけえ う こけしすぇゃうすぬ くぇ けゅけくぬ. ╁ こさけちっししっ 
ゃぇさおう しくうきぇすぬ こっくせ. ╀けかゅぇさしおうえ こっさっち おさせこくけ こけさっいぇすぬ. 

╀ぇおかぇあぇく, きけさおけゃぬ, おぇぉぇつけお う おぇさすけそっかぬ くぇさっいぇすぬ おせしけつおぇきう うかう ょけかぬおぇきう しさっょくっゅけ 
さぇいきっさぇ. ‶けきうょけさに けしゃけぉけょうすぬ けす おけあうちに, おさせこくけ こけさっいぇすぬ. 』っさっい つぇし ゃぇさおう ょけ-
ぉぇゃうすぬ ゃ しせこ こっさっち, いぇすっき – けしすぇかぬくにっ こけょゅけすけゃかっくくにっ けゃけとう. ]こっちうう ょけぉぇゃうすぬ こけ 
ゃおせしせ, くけ けぉはいぇすっかぬくけ しけかぬ, こっさっち う いうさせ. ‶けしかっ ねすけゅけ, おぇお こさぇゃうかけ, てせさこぇ ゃぇさうすしは 
っとひ 20-30 きうくせす. ╄しかう ぉぇさぇくうくぇ きけかけょぇは, すけ ゃしひ ゃぇさうすしは くっ ぉけかっっ こけかせすけさぇ つぇしけゃ, 
っしかう しすぇさぇは, すけ ょけ ょゃせた. 

• おけさうちぇ – 100 ゅ
• しぇたぇさ – 100 ゅ • しぇたぇさ – 2 つ.か.

• しけかぬ, こっさっち – こけ ゃおせしせ

• かせお さっこつぇすにえ – 2 てす.
• おぇさすけそっかぬ 
• こけきうょけさに
• しけかぬ, こっさっち, いうさぇ

ÃÐÈÁÍÎÉ ÐÓËÅÒ ÈÇ ËÀÂÀØÀ
╇くゅさっょうっくすに: 

• かぇゃぇて ぇさきはくしおうえ – 3 てす.
• しにさ すゃひさょにえ – 300 ゅ
• かせお – 2 てす.
• せおさけこ – 1 こせつけお
• こっすさせておぇ – 1 こせつけお
• てぇきこうくぬけくに おけくしっさゃうさけゃぇくくにっ – 1 ぉぇくおぇ
• きぇえけくっい かひゅおうえ – 250 ゅ

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
‶っさゃにえ かうしす かぇゃぇてぇ しきぇいぇすぬ すけくおうき しかけっき きぇえけくっいぇ う しゃっさたせ こけしにこぇすぬ きっかおけ させぉかっくくにきう せおさけこけき う 

こっすさせておけえ. ]ゃっさたせ おかぇょひき ゃすけさけえ かうしす かぇゃぇてぇ, しきぇいにゃぇっき すけくおうき しかけっき きぇえけくっいぇ う いぇしにこぇっき てぇきこう-
くぬけくに, けぉあぇさっくくにっ し かせおけき, さぇしこさっょっかはっき こけ ゃしっきせ かうしすせ. ]ゃっさたせ おかぇょひき すさっすうえ かうしす, しかっゅおぇ しきぇいにゃぇ-
っき きぇえけくっいけき う こけしにこぇっき くぇすひさすにき くぇ きっかおけえ すひさおっ しにさけき. ]ゃけさぇつうゃぇっき ゃしひ ゃ させかっす, せぉうさぇっき ゃ こぇおっす 
う ゃ たけかけょうかぬくうお くぇ こぇさせ つぇしけゃ, つすけぉに こさけこうすぇかしは. ‶っさっょ こけょぇつっえ くぇ しすけか くぇさっいぇっき かけきすうおぇきう. 

ÐÛÁÍÀß ÇÀÏÅÊÀÍÊÀ
╇くゅさっょうっくすに: 
• さにぉくけっ そうかっ – 600 ゅ
• ぉっかにえ たかっぉ – 300 ゅ
• きけかけおけ
• かせお さっこつぇすにえ – 1 てす.
• きけさおけゃぬ – 2 てす.
• おぇさすけそっかぬ –3 てす.
• はえちけ – 1 てす.
• きぇしかけ さぇしすうすっかぬくけっ ょかは けぉ-

あぇさうゃぇくうは

]こけしけぉ こさうゅけすけゃかっくうは: 
╉ぇさすけそっかぬ う きけさおけゃぬ すとぇすっかぬくけ 

ゃにきにすぬ, けすゃぇさうすぬ ゃ きせくょうさっ ょけ ゅけすけゃ-
くけしすう, けすおうくせすぬ くぇ ょせさてかぇゅ う ょぇすぬ くっ-
きくけゅけ けしすにすぬ. ¨つうしすうすぬ けゃけとう けす おけ-
あせさに. ′ぇすっさっすぬ くぇ おさせこくけえ すひさおっ.

 》かっぉ さぇいかけきぇすぬ くぇ くっぉけかぬてうっ おせしおう う いぇきけつうすぬ ゃ きけかけおっ, けすあぇすぬ. [にぉせ ゃにきにすぬ, けぉしせ-
てうすぬ う ういきっかぬつうすぬ ゃ ぉかっくょっさっ ゃ このさっ. ]きってぇすぬ し さぇいきけつっくくにき たかっぉけき.

[っこつぇすにえ かせお けつうしすうすぬ, ういきっかぬつうすぬ う けぉあぇさうすぬ ゃ くっぉけかぬてけき おけかうつっしすゃっ さぇしすうすっかぬくけゅけ 
きぇしかぇ ょゃっ きうくせすに. ‶っさっきってぇすぬ かせお し おぇさすけそっかっき う きけさおけゃぬの. ‶けかせつうゃてせのしは きぇししせ さぇい-
ょっかうすぬ くぇ ょゃっ つぇしすう.

╁ そけさきせ ょかは ゃにこっつおう ゃにかけあうすぬ しかけえ けゃけとっえ. ′ぇ くっゅけ せかけあうすぬ さにぉくにえ そぇさて, しゃっさたせ 
– けしすぇゃてうっしは けゃけとう.

[ぇいけゅさっすぬ ょせたけゃおせ ょけ 180°]. ╁っさた いぇこっおぇくおう しきぇいぇすぬ つせすぬ ゃいぉうすにき はえちけき. ′ぇおさにすぬ かう-
しすけき そけかぬゅう う ゃにこっおぇすぬ 35–40 きうくせす. ╆ぇ しっきぬ きうくせす ょけ ゅけすけゃくけしすう しくはすぬ そけかぬゅせ, つすけぉに 
いぇこっおぇくおぇ こけょさせきはくうかぇしぬ. 
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ÌÎÐÎÆÅÍÎÅ: ÈÑÒÎÐÈß ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß

╉ぇあょにえ ょっしっさす うきっっす しゃけの ぉけゅぇすせの うしすけ-
さうの, しこかっすひくくせの しおぇいけつくにきう かっゅっくょぇきう う 
さぇししおぇいぇきう. ╃ぇゃぇえすっ こけゅけゃけさうき け きけさけあっ-
くけき. ′ぇゃっさくけっ, ねすけ しぇきにえ かのぉうきにえ ょっしっさす 
くぇ こかぇくっすっ. ′け うしすけさうは っゅけ ゃけいくうおくけゃっくうは 
けおせすぇくぇ すぇえくけえ. ╃っかけ ゃ すけき, つすけ しせとっしすゃせっす 
きくけあっしすゃけ うしすけさうえ, け おけすけさにた きけあくけ こさけ-
つうすぇすぬ. ‶さっょしすぇゃかはっき くっおけすけさにっ うい くうた.

¨ょくぇ うい ゅうこけすっい け ゃけいくうおくけゃっくうう きけさけ-
あっくけゅけ ゃ ╄ゃさけこっ ゅかぇしうす, つすけ さっちっこす きけさけ-
あっくけゅけ こさうゃひい ╋ぇさおけ ‶けかけ ゃ ╇すぇかうの うい 
╉うすぇは. ╄きせ こけゃっいかけ こさうしせすしすゃけゃぇすぬ こさう 
こさけちっししっ こさうゅけすけゃかっくうは きけさけあっくけゅけ, う けく 
くっ きけゅ せしすけはすぬ こっさっょ しけぉかぇいくけき せいくぇすぬ ゃけか-
てっぉくにえ さっちっこす う こけ ゃけいゃさぇとっくうう ょけきけえ 
しぇきけしすけはすっかぬくけ っゅけ こさうゅけすけゃうすぬ.

‶け ょさせゅけえ ゃっさしうう, こさうくはすけ しつうすぇすぬ, つすけ 
ぉにか くっおうえ こけゃぇさ, ゃかぇょっゃてうえ しっおさっすけき, 
おけすけさにえ こけいゃけかはか っきせ ゅけすけゃうすぬ きけさけ-
あっくけっ. ¨ぉ ねすけき こけゃぇさっ こさっおさぇしくけ いくぇかぇ 
╄おぇすっさうくぇ ╋っょうつう. ╉けゅょぇ くぇしすぇかけ ゃさっきは 
しゃぇょぬぉに し ╃のおけき ¨さかっぇくしおうき, ╄おぇすっ-
さうくぇ, けすこさぇゃかははしぬ ゃけ 《さぇくちうの, ゃいはかぇ し 
しけぉけえ すけゅけ しぇきけゅけ こけゃぇさぇ, おけすけさにえ せきっか 
ゅけすけゃうすぬ きけさけあっくけっ. ¨く すぇお こけくさぇゃうかしは 
╉ぇさかせ I, つすけ こけかせつうか しすぇすせし かうつくけゅけ おけさけ-
かっゃしおけゅけ きけさけあっくとうおぇ. ╉ぇさか I ゃにょっかうか 
こけゃぇさせ こけあういくっくくせの こっくしうの, こけしすぇゃうゃ 
こっさっょ くうき けょくけ せしかけゃうは – くっしきけすさは くう 
くぇ おぇおうっ けぉしすけはすっかぬしすゃぇ, きけさけあっくとうお くう 
ゃ おけっき しかせつぇっ くうおけきせ くっ ょけかあっく さぇいゅかぇ-
てぇすぬ すぇえくせ こさうゅけすけゃかっくうは きけさけあっくけゅけ, 
すぇお おぇお たけかけょくぇは しかぇょけしすぬ はゃかはっすしは うし-
おかのつうすっかぬくけ おけさけかっゃしおうき ょっしっさすけき.

]せとっしすゃせっす う ょさせゅぇは うくすっさこさっすぇちうは, けす-
くけしうすっかぬくけ かっゅっくょに け ╉ぇさかっ I う っゅけ きけさけ-
あっくとうおっ. ′ぇ けつっさっょくけき ぉぇくおっすっ, おけすけさにえ 
せしすさけうか ╉ぇさか I ょかは しゃけうた いくぇすくにた う ぉけゅぇすにた 
ゅけしすっえ, けく いぇたけすっか うた つっき-すけ せょうゃうすぬ. ╃かは 
ねすけゅけ けく こさうおぇいぇか しゃけっきせ こけゃぇさせ こけょぇすぬ 
くぇ しすけか おぇおけっ-すけ くけゃけっ ぉかのょけ, おけすけさけっ ぉに 
けつっくぬ こけくさぇゃうかけしぬ ゅけしすはき. ‶けゃぇさ こけすさぇすうか 
きくけゅけ ゃさっきっくう くぇ こけさせつっくうっ たけいはうくぇ, くけ 

ゃしひ あっ っきせ せょぇかけしぬ くぇえすう いけかけすせの しっさっょう-
くせ. ¨く こさっょしすぇゃうか ゅけしすはき たけかけょくにえ ょっしっさす, 
おけすけさにえ こけ しゃけっきせ ゃうょせ ぉけかぬてっ くぇこけきうくぇか 
ゃにこぇゃてうえ しくっゅ, つっき おせかうくぇさくけっ ぉかのょけ. ╄ゅけ 
けすかうつぇかけ けす ょさせゅうた こけしかっけぉっょっくくにた ょっしっさ-
すけゃ けぉうかぬくけっ くぇかうつうっ おさっきぇ, ぇ すぇおあっ こさっ-
ゃけしたけょくぇは しかぇょけしすぬ.

╂けしすう こけかせつうかう きけさっ せょけゃけかぬしすゃうは. ╉ぇさ-
かせ う っゅけ こけゃぇさせ, おけすけさけゅけ きに いくぇっき こけょ 
うきっくっき ╃っ╋ぇさおけ, せょぇかけしぬ せょうゃうすぬ ゅけしすっえ. 
╁けしすけさゅせ ╉ぇさかぇ くっ ぉにかけ こさっょっかぇ. ̈ く ゃにいゃぇか 
╃っ╋ぇさおけ う こけこさけしうか っゅけ くうおけきせ くっ さぇいゅかぇ-
てぇすぬ しっおさっす こさうゅけすけゃかっくうは きけさけあっくけゅけ. ╆ぇ 
ねすけ けく こさっょかけあうか こけゃぇさせ っあっゅけょくせの けこかぇ-
すせ ゃ さぇいきっさっ 500 そせくすけゃ. ¨く たけすっか, つすけぉに 
くけゃけっ ぉかのょけ こけょぇゃぇかけしぬ うしおかのつうすっかぬくけ 
くぇ おけさけかっゃしおうえ しすけか. ╇きっくくけ こけねすけきせ っきせ 
ぉにかけ しすけかぬ ゃぇあくけ, つすけぉに くうおすけ くっ せいくぇか 
け さっちっこすっ きけさけあっくけゅけ. ′け ╃っ╋ぇさおけ せしこっか 
ゃにょぇすぬ しっおさっす ょけ すけゅけ, おぇお ╉ぇさか I かうてうかしは 
しゃけっえ ゅけかけゃに.

╉けゅょぇ さっつぬ うょひす けぉ うしすけおぇた しけいょぇくうは きけ-
さけあっくけゅけ, くっ しすけうす けすぉさぇしにゃぇすぬ う ╃さっゃくのの 
[せしぬ しけ しつひすけゃ. ╄とひ ゃ ╉うっゃしおけえ [せしう ゃ ょさっゃ-
くうっ ゃさっきっくぇ くぇ しすけか こけょぇゃぇかしは くっけぉにつくにえ 
ょっしっさす. ぁすけ ぉにかけ いぇきけさけあっくくけっ, けつっくぬ 
きっかおけ こけさっいぇくくけっ, きけあくけ ょぇあっ しおぇいぇすぬ, くぇ-
しすさせゅぇくくけっ きけかけおけ し しぇたぇさけき. 』すけ おぇしぇっすしは 
しすさぇく ╄ゃさけこに, くぇ すけす きけきっくす うき くっ ぉにかけ 
ういゃっしすくけ け こけょけぉくけき さっちっこすっ. ′け こけいあっ ゃけ 
《さぇくちうう しすぇかう ゅけすけゃうすぬ たけかけょくにっ しかぇょけ-
しすう, ぉっさは いぇ けしくけゃせ しかうゃおう う きけかけおけ.

╁け ゃさっきは ′ぇこけかっけくぇ 〈さっすぬっゅけ ゃけ 《さぇく-
ちうう ぉにかけ しけいょぇくけ こっさゃけっ しかうゃけつくけっ きけさけ-
あっくけっ. ╄ゅけ さっちっこす ぉにか ういけぉさっすひく ╊っ ╀っっき 
ゃ ゅけさけょっ ‶かけぉぬっさ. ╇きっくくけ こけねすけきせ ょぇくくにえ 
しけさす きけさけあっくけゅけ こけかせつうか こさうゃにつくけっ ゃしっき 
くぇいゃぇくうっ «こかけきぉうさ».

]け ゃさっきっくっき きけさけあっくけっ しすぇかけ こけこせかはさ-
くっえてうき ょっしっさすけき ゃけ きくけゅうた しすさぇくぇた, おぇあ-
ょぇは うい おけすけさにた こさうょせきにゃぇかぇ さぇいかうつくにっ ょけ-
ぉぇゃおう う しきっしう, ょぇぉに ゃおせし きけさけあっくけゅけ しすぇか 
ぉけかっっ こうおぇくすくにき, ぇさけきぇすくにき う ういはとくにき.
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おけかうつっしすゃけ 4き*3,1き*2き 6き*3,1き*2き 8き*3,1き*2き 10き*3,1き*2き

ょけ 5 てすせお 6900 させぉ. 8200 させぉ. 9900 させぉ. 11000 させぉ.

ょけ 15 てすせお 6700 させぉ. 7900 させぉ. 9500 させぉ 10600 させぉ.

しゃにてっ 15 てすせお 6400 させぉ. 7500 させぉ. 8900 させぉ. 10000 させぉ.

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

Бетон
РаствоР 
КиРпич

╀っすけく
[ぇしすゃけさ
[ぇしすゃけさ(ういゃっしすおけゃにえ)
╉うさこうつ

╃けしすぇゃおぇ おさせゅかけしせすけつくけ 
┿ゃすけぉっすけくけくぇしけし
8-904-179-90-98

8-904-179-92-00

201-00-51

けす 4,50 おけこ.

づぎとずんぜん

けす 1450
けす 1400
けす 1900

》『╊╉》『¨っ【¨╊ 
》『《╉╅╊【:

1. ゐí¡ó ïöí¿áÖ▲ñ 

ñ½¡Üïöá0 15 ½3-25 ½3

2. ゐÜô¡ó ½ñöí¿¿óôñï¡óñ 

Üö 50 ÑÜ 210 ¿
3. ゑñÑëí ä¿íïö½íïïÜç▲ñ – 10 ¿
4. んçöÜ½Üßó¿á ゎんげ-3110 
«ゑÜ¿Çí» ï ¡Ü½ä¿ñ¡öÜ½ 
£ó½Öñú ëñ£óÖ▲.
¨ぉさぇとぇすぬしは こけ すっかっそけくせ: 

4-68-00, 
8-950-19-90-360.

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

‶さっょこさうはすうの 〈[╄╀〉╄〈]ぅ
ぁ╊╄╉〈[╇╉ 

(し かっゅおけゃにき ぇゃすけきけぉうかっき), 
ょけしすけえくぇは いぇさこかぇすぇ, けこかぇすぇ ╂]╋, ぉっしこかぇすくけっ こうすぇくうっ.

8-950-654-13-63 づぎとずんぜん

〈[╄╀〉╄〈]ぅ:
》うきうお-すったくけかけゅ, けぉさぇいけゃぇくうっ ゃにしてっっ, 

いくぇくうっ ‶╉
8-912-61-31-304 づぎとずんぜん

〈[╄╀〉╄〈]ぅ:
╋っくっょあっさ こけ こさけょぇあぇき, 

けこにす ぇおすうゃくにた こさけょぇあ, いくぇくうっ ‶╉
8-912-61-31-304 づぎとずんぜん

 

[╄
╉╊

┿╋
┿

┿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

[
╄
╉
╊

┿
╋

┿

11.11 つ 9:00 おそ 18:00 う ╉を た. 〈そせかてせふこ
11.11 つ 10:00 おそ 17:00 う ╉[ た. ]そつけせふこ
12.11 つ 9:00 おそ 12.00 う あおすけせけつてちあぬけけ 
 た. 』てあちそたふのすけせつさ

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

ÄÅËÎÂÀß  ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ËÉ½ÒÁÌ½"¼½Ä²ÌÖ"¼È³ÊÈ
〈ぇすぬはくぇ"╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

"‶ぇてぇ"う"┿くょさっえ"╀せいきぇおけゃに"しにゅさぇかう"ょかは"╊ぬゃぇ"╉けゃこぇおぇ

]こぇしうぉけ"ぉっさっいけゃつぇくぇき"う"ょっこせすぇすせ"いぇ"くけゃにっ"たけょせくおう#

』せょっしぇ." ょっえしすゃうすっかぬくけ." しかせ/
つぇのすしは"くっ"すけかぬおけ"ゃ"しおぇいおぇた."くけ"
う"ゃ"こけゃしっょくっゃくけえ"あういくう0"〈に"うた"
う"くっ"あょってぬ."ぇ"けくう"さぇい"う"くぇゅさは/
くせす" くっけあうょぇくくけ." おぇお" ゃ" しっきぬの"
╀せいきぇおけゃにた" うかう" ┿かっおしぇくょさけ/
ゃにた0"╁"きうくせゃてせの"しせぉぉけすせ"せ"くうた"
ゃ" ゅけしすはた" こけぉにゃぇか" ╊っゃ" ╉けゃこぇお."
ょぇ"くっ"し"こせしすにきう"させおぇきう."ぇ"し"ゃっ/
かうおけかっこくにきう" こけょぇさおぇきう0" ¨ょ/
くうき"ょけしすぇかぇしぬ"しおさうこおぇ."ょさせゅうき"
Î" ょっすしおうっ" たけょせくおう0" ╃っくぬゅう" くぇ"
ねすう"ゃっとう"しけぉさぇかう"ぉっさっいけゃつぇくっ."
おけすけさにっ" ゃくけしうかう" こけあっさすゃけゃぇ/
くうは" ゃ" しこっちうぇかぬくにっ" ひきおけしすう"
ょかは" しぉけさぇ" しさっょしすゃ" ゃ" すけさゅけゃけえ"
しっすう" Å╉うさけゃしおうえÇ0" ╀かぇゅけょぇさは"
くっさぇゃくけょせてくにき" ゅけさけあぇくぇき." ぇ"

すぇおあっ" ゃかけあっくうはき" ょっこせすぇすぇ" う"
しかせつうかけしぬ"つせょけ0"""
〉" ]っさゅっは" う" ╄かっくに" ╀せいきぇおけ/

ゃにた"こはすっさけ"ょっすっえ0"]ぇきけえ"きかぇょ/
てっえ."┿かっおしぇくょさっ."Î"8"きっしはちっゃ."
╋うてっ"Î"5.7"ゅけょぇ."╋ぇてぇ"たけょうす"
ゃ" ょっすしおうえ" しぇょ." っえ" すけかぬおけ" 7."
ておけかぬくうおぇき" ‶ぇゃかせ" う" ┿くょさっの"
;"う"35"かっす0"]っきぬは"せ"くうた"ぉけかぬ/
てぇは"う"ょさせあくぇは0"‶ぇこぇ"さぇぉけすぇ/
っす." きぇきぇ" いぇくうきぇっすしは" ょっすぬきう0"
╋ぇかぬつうておう" さぇしすせす" くぇしすけはとう/
きう" こけきけとくうおぇきう" う." くっしきけすさは"
くぇ" ゃけいさぇしす." ゃこけかくっ" しぇきけしすけは/
すっかぬくにっ<" ゃ" ょくっゃくうおぇた" せ" けぉけ/
うた"Î"ÅたけさけてけÇ"う"ÅけすかうつくけÇ."ゃ"
ておけかっ"うしおせししすゃ"せつぇすしは"うゅさっ"くぇ"
しおさうこおっ0""""

Î""┿くょさのておぇ"しぇき"いぇたけすっか"けしゃけ/
うすぬ"しおさうこおせ."Î"さぇししおぇいにゃぇっす"╄かっ/
くぇ" ╁かぇょうきうさけゃくぇ." Î" ぇ" ‶ぇゃかせて/
おぇ." ゃうょは." おぇお" すけす" うゅさぇっす." すけあっ"
いぇうくすっさっしけゃぇかしは0" ╉けゅょぇ" くぇてう"
しおさうこぇつう" さっこっすうさせのす." きぇかにてう"
こさうしかせてうゃぇのすしは." きけゅせす" こさうすぇく/
ちけゃにゃぇすぬ."っしすぬ"せ"くうた"う"かのぉうきにっ"
きっかけょうう0"
‶さぇゃょぇ." ┿くょさっえ." いぇ" しっきぬ" かっす"

けぉせつっくうは"ゃ"╃【╇."ゃにさけし"うい"しゃけっ/
ゅけ"うくしすさせきっくすぇ0"]っえつぇし"っきせ"くせあ/
くぇ"しおさうこおぇ"ょかは"ゃいさけしかけゅけ"きせいに/
おぇくすぇ0" ┿" ゃいはすぬ" っひ" ╀せいきぇおけゃに"くっ"
いくぇかう"ゅょっ<"かうてくっゅけ"うくしすさせきっくすぇ"
ゃ" ておけかっ" くっす." ぇ" こけおせこぇすぬ" Î" くっ"
こけ" しうかぇき."けくぇ" しすけうす"こけさはょおぇ"47"
すにしはつ" させぉかっえ0" 》けさけてけ." つすけ" ╊っゃ"
╉けゃこぇお"すっしくけ"しけすさせょくうつぇっす"し"ぉっ/
さひいけゃしおうき" けすょっかっくうっき" [けししうえ/
しおけゅけ" けぉとっしすゃぇ" うくゃぇかうょけゃ" Å]け/
ょさせあっしすゃけÇ0" 〉いくぇゃ" け" こさけぉかっきっ."
けく"すせす"あっ"けすおかうおくせかしは0
╁"しせぉぉけすせ"╊ぬゃぇ"╇ゅけさっゃうつぇ"あょぇ/

かう"し"しぇきけゅけ"せすさぇ<"くぇさはょうかうしぬ."くぇ/
おさにかう" しすけか." おけゅょぇ" けく" こけょなったぇか."
ゃしっ"ょさせあくけ"っゅけ"ゃしすさっつぇかう0"
Î"┿くょさっえ."は" いくぇの."つすけ"すに"かの/

ぉうてぬ" きせいにおせ0" ぅ" すっぉっ" こさうゃひい"
くけゃせの" しおさうこおせ." Î" しおぇいぇか" ╊っゃ"
╉けゃこぇお0" ╁" ねすけす" きけきっくす" くぇ" かうちっ"
きぇかぬつうおぇ"いぇしうはかぇ"せかにぉおぇ0"Î"╀っ/
さひいけゃしおうえ"ゃたけょうす"ゃ"きけえ"ういぉうさぇ/
すっかぬくにえ"けおさせゅ."きけは"けぉはいぇくくけしすぬ"
こけきけゅぇすぬ"しゃけうき"ういぉうさぇすっかはき"う."ゃ"
こっさゃせの" けつっさっょぬ." ょっすはき0" ╃っさあう."
うゅさぇえ."くぇょっのしぬ"せゃうょっすぬ"すっぉは"くぇ"
かせつてうた"おけくちっさすくにた"こかけとぇょおぇた0
╁"けすゃっす"‶ぇてぇ"う"┿くょさっえ"うしこけか/

くうかう" ょかは" ゅけしすっえ" " こさけういゃっょっくうっ"
Å╋せいにおぇかぬくにえ"ぇかそぇゃうすÇ0

╁" ねすけす" あっ" ょっくぬ" ょっこせすぇす" くぇ/
ゃっしすうか" しっきぬの" ┿かっおしぇくょさけゃにた0"
╋ぇきぇ"Î"〈ぇすぬはくぇ"┿かっおしぇくょさけゃくぇ"
けょくぇ"ゃけしこうすにゃぇっす" すさったかっすくっゅけ"
┿くすけくぇ0" ╋ぇかにて" さけょうかしは" けしけ/
ぉっくくにき."う"ょかは"っゅけ"ゃけししすぇくけゃかっ/
くうは" くっけぉたけょうきに" しこっちうぇかぬくにっ"
きっょうちうくしおうっ" たけょせくおう0" ]すけうす"
すぇおけっ" せょけゃけかぬしすゃうっ" ぉけかっっ" 322"
すにしはつ"させぉかっえ0"╃っくぬゅう" しけぉさぇかう"
ゃ" たけょっ" ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬくけえ" ぇお/
ちうう." こさけたけょうゃてっえ" ゃ" Å╉うさけゃ/
しおけきÇ" ゃしひ" かっすけ." くっょけしすぇのとうっ"
しさっょしすゃぇ" ょけぉぇゃうか" かうつくけ" ╊っゃ"
╉けゃこぇお0"
Î"]きけすさう."┿くすけておぇ."おぇおけえ"すっぉっ"

こけょぇさけお" こさうゃっいかう." Î" せしぇあうゃぇっす"
〈ぇすぬはくぇ"しにくぇ"ゃ"たけょせくおう0"╋ぇかにて"
ょぇあっ" くっ" うしこせゅぇかしは." う" せゃっさっくくけ"

くぇつぇか" こっさっょゃうゅぇすぬ" くけあおぇきう0"
╄ゅけ" おけきくぇすぇ" Î" しかけゃくけ" しこけさすうゃ/
くにえ" いぇか0" ‶けしかっ" ÅこさけゅせかおうÇ" くぇ"
くけゃけき"こさうしこけしけぉかっくうう"けく"こけおぇ/
いぇか"ゅけしすはき"つすけ"せきっっす0"
╊ぬゃせ"╇ゅけさっゃうつせ"けつっくぬ"こけくさぇ/

ゃうかしは"きぇかにて0"╆ぇ"つぇっき"ょっこせすぇす"
さぇいゅけゃぇさうゃぇか"し"〈ぇすぬはくけえ"け"こっさ/
しこっおすうゃぇた" さぇいゃうすうは" ┿くすけくぇ0" ╁"
っゅけ"ゅかぇいぇた"ぉにかう"う"しけしすさぇょぇくうっ."
う" しけつせゃしすゃうっ0" ′ぇさけょくにえ" うい/
ぉさぇくくうお" こけけぉっとぇか." つすけ" ぉかぇゅけ/
すゃけさうすっかぬくにっ"ぇおちうう"くぇ"ねすけき"くっ"
けおけくつっくに0" ]っえつぇし" ゃ" きぇゅぇいうくぇた"
しくけゃぇ"さぇししすぇゃかっくに"ひきおけしすう"ょかは"
しぉけさぇ" しさっょしすゃ." ねすう" ょっくぬゅう" こけ/
すさぇすはす" くぇ" こさうけぉさっすっくうっ" こけょな/
っきくうおけゃ"ょかは"ょっすっえ"し"けゅさぇくうつっく/
くにきう"ゃけいきけあくけしすはきう0
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‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ ]¨╀]〈╁╄′′¨╂¨ ‶[¨╇╆╁¨╃]〈╁┿:

ぉさせし, ょけしおぇ けぉさっいくぇは, ぉさせしけお う ょさ. 
╋ぇすっさうぇかに おぇきっさくけえ しせておう: っゃさけゃぇゅけくおぇ, 
ぉかけお-たぇせし, ょけしおぇ ょかは こけかぇ, うきうすぇすけさ ぉさせしぇ う ょさ.

╃けしすせこくにっ ちっくに, ょけしすぇゃおぇ.
╃さけゃぇ おけかけすにっ ぉっさっいけゃにっ + ょけしすぇゃおぇ. 

]すけかはさくにっ ういょっかうは: ょゃっさう ぉぇくくにっ - 
そうかっくつぇすにっ, おかうくけゃにっ, けおくぇ, っゃさけけおくぇ, 

おけさけぉつぇすにえ ぉさせし う ょさ. こけょ いぇおぇい.

Òåë.: 3-44-44, 8-904-380-28-65

Òåë.: 8-950-645-87-66, 3-45-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

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

 8-904-38-38-387
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づぎとずんぜん

«[せししおうえ たかっぉ» 
〈[╄╀〉ぃ〈]ぅ:

- ╀せたゅぇかすっさ し けこにすけき さぇぉけすに
- [ぇぉけすくうおう ゃ おけくょうすっさしおうえ ちった (あっく.)
- 〉ぉけさとうちぇ

〈っかっそけく: 8-902-87-72-328 づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

¨¨¨ «〉さぇかかぇす» 〈[╄╀〉╄〈]ぅ:
- ゐÜêÇí¿öñë Öí ßíÖ¡, £ÖíÖóñ ëíßÜö▲ ï «ごÖöñëÖñö ゐíÖ¡», 

«1で ßÜêÇí¿öñëó　 8.0».
だßëíàíöáï　 äÜ íÑëñïÜ: Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. どëíÖïäÜëöÖó¡Üç, 46ゑ

どñ¿. 8 (34369) 4-60-73, 8 (34369) 4-60-77 づぎとずんぜん

¨¨¨ «〉さぇかかぇす» 〈[╄╀〉╄〈]ぅ:
- げíçñÑÜ0àí　 ïöÜ¿ÜçÜú.

だßëíàíöáï　 äÜ íÑëñïÜ: Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. どëíÖïäÜëöÖó¡Üç, 46ゑ
どñ¿. 8 (34369) 4-60-73

づぎとずんぜん

だんだ «ばëí¿öëÜßäëÜ½» ç Ç. ぢñëçÜÜëí¿áï¡ñ ç ïç　£ó 
ï ëíïüóëñÖóñ½ äëÜó£çÜÑïöçí 

ぢづごゎずんぷんぎど ぞん づんゐだどば:
- Ä¿ñ¡öëÜïçíëàó¡Üç Öí íçöÜ½íöóôñï¡óê ó äÜ¿ÜíçöÜ½íöóôñ-
ï¡óê ½íüóÖíê 3-5 ëí£ë　Ñí (ï ÜÑÜïöÜçñëñÖóñ½ ïöëÜäí¿áàó¡í);
- Ä¿ñ¡öëÜïçíëàó¡Üç öëÜß Öí ïöíÖñ 4 ëí£ë　Ñí (ï ÜÑÜïöÜçñëñÖóñ½ 
ïöëÜäàó¡í).
でöíßó¿áÖí　, ç▲ïÜ¡í　 £íëíßÜöÖí　 ä¿íöí, äÜ¿Ö▲ú ïÜî. äí¡ñö. 

げçÜÖóöñ äÜ öñ¿ñâÜÖÜ: 
(3439) 297-517, 297-217, 298-233.
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www.terra_ekb.ru

けす 6500 させぉ.

8-912-045-65-04,

8-904-389-54-20,
8-952-72-83-868 [╄
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ÎÊÍÀ
 • ずだがぐごご
• ゐんずとだぞぼ

• でぎざぱ-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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ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»

╃かは こさけゃっょっくうは こけかくけゅけ おせさしぇ すさっぉせっすしは おぇお こさぇゃうかけ けす 3 ょけ 6 せこぇおけゃけお.
 ]すけうきけしすぬ せこぇおけゃおう 550 させぉかっえ, ょかは こっくしうけくっさけゃ う うくゃぇかうょけゃ – 500 させぉかっえ!

╆┿╉┿╆｠ ╇ ]‶[┿╁╉╇ ‶[╇′╇╋┿ぃ〈]ぅ ‶¨ 〈╄╊╄《¨′〉: 8-965-57-16-677
614112, ゅ. ‶っさきぬ, ぇ\は 9678

 ╁にしすぇゃおぇ-こさっいっくすぇちうは しけしすけうすしは ゃ ゅ.╀っさっいけゃしおけき すけかぬおけ 9 ′¨ぅ╀[ぅ 2010 ╂¨╃┿.
 14.00-15.00, ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» (せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 1ぉ)

 ╆┿╉┿╆｠ ╇ ]‶[┿╁╉╇ ‶[╇′╇╋┿ぃ〈]ぅ ‶¨ 〈╄╊╄《¨′〉: 8-965-57-16-677

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん



こっさ. 2 ]っゃっさくにえ, こっくけぉかけお, けぉかうち. 
おうさこうつけき, 98 おゃ. き, きぇくしぇさょぇ, 4 おけきく. 
+ おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす う ゃぇくくぇは ゃ 
ょけきっ, おぇきうく, 9 しけす., くけゃぇは ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ. 『. 4700 す.さ. 

せか. 】けさしぇ, 70 おゃ. き, 3 おけきく. + おせたくは, 
ゅぇい, ゃけょぇ, すせぇかっす, ょせて. おぇぉうくぇ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, しすっおかけこぇおっすに, きっすぇかかけつっさっこ. 
おさにてぇ,  しけしす. たけさけて., ち. 2500 す.さ. 

せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 3 おけきくぇすに + 
おせたくは, 51 おゃ. き, ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, ぉぇくは, 
すっこかうちに, 4 しけす., ち. 2250 す.さ.

せか. ╉けききせくに, つぇしすぬ ょけきぇ, ゅぇい, ゃけょぇ, 
2 おけきく., おせたくは, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ち. 
1500 す.さ., うかう けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. し 
ょけこかぇすけえ.

せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
57 おゃ. き, 3 おけきく. + おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ぉぇくは, 9 しけす. いっきかう. 『. 2400 す.さ.

せか. ‶うけくっさしおぇは, 3 おけきくぇすに, おせたくは, 
こけょゃぇか, すせぇかっす, ゃぇくくぇ ゃ ょけきっ, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, ぉけかぬてけえ ょゃけさ, てうさけおぇは せかうちぇ, 
7 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃっく., 2300 す.さ.

]ぇょに
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, けしす. «【ぇたすぇ ぃあ-

くぇは», お/し わ10, 3 しけす., おうさこうつ. ょけき, 
ねか-ゃけ, ゃけょけこさけゃけょ, こけしぇょおう, こさけこう-
しおぇ. 『. 500 す.さ.

╂ぇさぇあう
ゅぇさぇあくにえ ぉけおし, 20き2, せか. ┿くせつうくぇ, 

ねかっおすさ-ゃけ, けゃけとくぇは はきぇ, ち. 270 す.さ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╋┿[〈»
せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2ょ, けそ. 28.

〈っか.: 8-912-208-70-34,
4-29-02

┳》′╇[╄ぁ╄╉] 〈╄ 》╄╅〉』【 》′╉[』〉》〉╆.
8-912-208-70-34

]╃┿ぃ
1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ.
╉〉‶╊ぃ
╉けきくぇすせ こけ せか. ╋うさぇ, 1, 3.
╉けきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ 

さ-く.
1-おけきく. おゃ., ]けゃっすしおうえ さ-く.
1-おけきく. おゃ., ′╀‶, «たさせと.».
2-おけきく. おゃ., «ぉさっあ.», ゃ たけさ. しけしす., ょけ 

5 ねすぇあぇ, ′╀‶.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
╉けきく., せか. ╋うさぇ, 1, 17,5 おゃ.き, 3/5, 

おうさこ., 750 す.さ.
2 おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. おゃ., ¨ゃけとくけっ けすょ., 

2/3, 17 おゃ. き + 7 おゃ. き, おけきく. ういけかうさ. 『. 850 
す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, 43, 13,2 おゃ. き, 
こけかくけきっすさぇあ., 2 すせぇかっすぇ, ゃぇくくぇは, 
ゅけさ. ゃけょぇ. 『. 400 す.さ.

1-おけきく. おゃ.
せか. 【うかけゃしおぇは, 6, おうさこ. ょけき, «ぉさ.», 

32/18/6, 3/5, ぉぇかおけく いぇしすっお., しけしす. たけ-
さけてっっ, ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. 
おゃ., うかう こさけょぇき. 『. 1450 す.さ.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, ょけき 2,5/5,
 1470 す.さ.

2-おけきく. おゃ.
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ′ぇゅけさくぇは, 53, 

«たさせと.», 2/4, ち. 1930 す.さ.
せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 8ぇ, 3/4, おうさこ., おけき-

くぇすに しきっあくにっ, 42/28/6, ぉぇかおけく, 1600 
す.さ.

こけし. ╊っくうくしおうえ, 2/2, ょっさ., 50/40/8, 
っしすぬ ょせてっゃぇは おぇぉうくぇ, すせぇかっす, おけきくぇ-
すに ういけかうさけゃぇくに. 『. 780 す.さ.

せか. ╇しぇおけゃぇ, 20, し/こ, 67/40/10, おけきく. 
ういけか., 2 ねすぇあ, し/せ しけゃきっと., っゃさけさっ-
きけくす, けたさぇくはっきにえ ょゃけさ, こぇさおけゃおぇ, ち. 
3050 す.さ.

3-おけきく. おゃ.
せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 20, せ/こ, 59/37/7,5, 

5/5, おうさこ., かけょあうは 6 き, ち. 2300 す.さ.
せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 8, 1/5, こぇく., 2 

おけきく. しきっあく., 1 おけき. ういけかうさ., 2200 
す.さ.

ゅ. ′っゃぬはくしお, せか. ╊っくうくぇ, 21, 2/5, 
おうさこ., 70/50/10, ぇゃすけくけきくけっ ゅぇいけゃけっ 
けすけこかっくうっ, しけしす. たけさ., 1850 す.さ.

せか. ╀させしくうちにくぇ, 3, 6/9, 63,3/41/10, 
せゅかけゃ. こけょなっいょ, かけょあうは, ち. 2470 す.さ. 

せか. ╀させしくうちにくぇ, 5, せ/こ, 5/5, 
60/40/8, かけょあうは 6 き, しけしす. たけさ., 
ち. 2250 す.さ. うかう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ., 
さぇししきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ.

せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 10, せ/こ, 67/39/12, しすっ-
おかけこぇおっすに, くけゃにっ ょゃっさう, ち. 2350 す.さ.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 3, 62/45/6,5, おけきく. 
ういけか., しすっおかけこぇおっすに, ょせて. おぇぉうくぇ, ち. 
2100 す.さ. うかう けぉきっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ.

せか. ]こけさすうゃくぇは, 4, 60/41/7,5, 
ぉぇかおけく+かけょあうは, ち. 2000 す.さ.

せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 7ぇ, 1/5, おうさこうつ, 
60/40/9, かけょあうは 6 き2, ち. 2150 す.さ.

4-おけきく. おゃ.
せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/1, 2/9, 76/9, かけょ-

あうは 6 き, し/せ さぇいょ., おけきく. ういけかうさ., しすっ-
おかけこぇお., しっえそ-ょゃっさう, しうゅく., たけさ. しけしす., 
ち. 3000 す.さ. うかう きっくはの くぇ 2-おけきく. おゃ.

╃けきぇ
こ. ╇いけこかうす, こっさ. ╉さにきしおうえ, 40 おゃ. 

き, 2 おけきく. + おせたくは, ぉさっゃっく., こさうしすさけえ 
てかぇおけぉっすけく, こぇさ. けすけこかっくうっ, おけかけ-
ょっち ゃけ ょゃけさっ, 6,5 しけす. ゃ しけぉしすゃっくく. 
『. 2150 す.さ. うかう さぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに 
けぉきっくぇ くぇ おゃぇさすうさせ.

せか. ╁ぇさかぇおけゃぇ, ょけき ょっさっゃはくく., ゅぇい 
ゃ ょけきっ, ゃけょぇ こけ せかうちっ, 2200 す.さ., 
ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ.

′╀‶, せか. ╀っかうくしおけゅけ, ょっさっゃ., けぉ-
かうち. おうさこ., 50/35/10, ゅぇい, ゃけょぇ, ぉぇくは, 
6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしすゃ., しけしす. けつっくぬ たけ-
さけてっっ, せたけあっく, こけしぇょおう ゃしっ, ゃけいきけ-
あっく けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ. 
ち. 2600 す.さ.

こさけょぇき うかう こけきっくはの くぇ 1,2-おけきく. 
おゃ-させ ょけき, せか. ]ゃけぉけょに, 40 おゃ.き, ぉさっ-
ゃっくつ., ゅぇい, ゃけょぇ, 2 おけきくぇすに, おせたくは, 
ぉぇくは, 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ., てうさけ-
おぇは せかうちぇ, こけ せかうちっ - ちっくすさぇか. おぇくぇか., 
せつぇしすけお おゃぇょさぇすくにえ, こっさっょ ょけきけき – 
ぉけかぬてぇは こけかはくぇ, 2300 すにし.させぉ.

せか. 《せさきぇくけゃぇ, ぉさっゃ. ょけき 30 き2, 1 
おけきく.+おせたくは; ゅぇい, ゃけょぇ, ちっくすさ. おぇくぇか. 
さはょけき. 10 しけすけお いっきかう ゃ しけぉしすゃ. 1700 
す.さ. うかう こけきっくはの くぇ おゃぇさすうさせ. [ぇし-
しきけすさの ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 

せか. ╉けききせくに, つぇしすぬ ょけきぇ, 2 ねすぇあぇ, 
6 しけす. いっきかう, こっつ. けすけこかっくうっ, かっすく. 
ゃけょけこさけゃけょ. 『. 1200 す.さ.

こっさ. 8 ]っゃっさくにえ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, 
70/40/30, ゅぇい, ゃけょぇ, おうさこ. ょけき, ぉぇくは, 
10 しけす. ゃ しけぉしすゃ., けぉきっく, さぇししきけすさの 
かのぉけえ ゃぇさうぇくす. 『. 3200 す.さ., すけさゅ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

«╀ぃ[¨ 
]¨╂╊┿]¨╁┿′╇╈» 

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.
〈っか. 4-55-10 

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╁╄[′╇╉»
╀にゃてうえ «[┿╁-╊〈╃»

′けゃけぉっさっいけゃしおうえ こけし., 
せか. 』ぇこぇっゃぇ, 41

〈っかっそけくに: 
8-908-903-17-08, 
8-902-262-47-85,

8-953-387-37-80, 3-13-22

《うさきぇ ┿′ «[┿╁-╊〈╃» こ. ╋けくっす-
くにえ しきっくうかぇ くぇいゃぇくうっ くぇ ┿′ «╁っさ-
くうお» う こっさっったぇかぇ こけ ぇょさっしせ ╊っさ-
きけくすけゃぇ, 4.

╉〉‶╊ぃ
1-2-3-おけきく. おゃ., ゃっすたうえ ょけき うかう せつぇしすけお.
‶[¨╃┿╋

╉けきくぇすに
ゃ 5-おけきく. おゃ., ′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 

6ぇ, 18 おゃ. き, くっょけさけゅけ. 『. 550 す.さ.
1-おけきく. おゃ.
こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 5, 

2/5, ち. 950 す.さ.
せか. ]きうさくけゃぇ, 18, 〉‶, 47/19,5/12, 

3/5, おうさこうつ, つこ, ち. 1900 す.さ., 8-904-
38-344-54.

′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 21, 4/5, 
せ/こ. 『. 1450 さ.

せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 4, 5/5, 20 おゃ. き, 
1350 す.さ.

こけし. ╀╆]╉-10, こぇくっかぬ, 16 おゃ. き, 
こ/ぉ, 550 す.さ.

′╀‶, せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 23, 1/5, 
33/18/6, せ/こ, おうさこうつ, ち. 1350 す.さ.

2-おけきく. おゃ.
′╀‶ せか. 』ぇこぇっゃぇ, 17, せ/こ, 3/5, ち. 

1880 す.さ.
こ. ╊けしうくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 

2/2, おうさこ., ち. 880 す.さ.
ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╋ぇゅくうすおぇ, せか. 

╀せさうかぬとうおけゃ, おうさこ., 3/3, «たさせと.», ち. 
900 す.さ. 

せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 48, 2/4. 『. 
1400 す. さ.

′╀‶, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 37, 3/5, 
こさけょぇき うかう けぉきっくはの くぇ 1-おけきく. おゃ. 
+ ょけこかぇすぇ.

こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 
おうさこうつ., 1/4, ち. 1230 す.さ., すけさゅ.

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 9/2, 2/5, 
1480 す.さ.

╆-おけきく. おゃ.
せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16, 3/9, 62/38/8 うかう 

けぉきっく くぇ 1-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.
せか. ╉けしにた, 8, 1/5, 60/39/6, «ぉさっあ-

くっゃおぇ», ち. 1900 す.さ., ゃけいきけあくぇ うこけ-
すっおぇ, かうぉけ けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. くぇ 
]けゃっすしおけき+ょけこかぇすぇ.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2, 1/9, 62/40/8, 
っゃさけさっきけくす, ち. 2400 す.さ.

こ. ╀. ]っょっかぬくうおけゃけ, ]にしっさすしおうえ 
さ-く, 5/5, 56 き2, せ/こ.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, ょっさっゃ. 
1/2, ち. 850 す.さ.

せか. ╃っおぇぉさうしすけゃ, 21, 54/36/6, 
おうさこ., ち. 2050 す.さ.

せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 3, 5/5, こさけ-
ょぇき うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. 
おゃ.+ょけこかぇすぇ.

′╀‶, せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6, 
3/6, せ/こ, ]‶, おうさこ., 101,3/57,4/15, 2 
かけょあ.

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, 1/5, おけきく. 
ういけか., ち. 2050 す.さ.

╃けきぇ
こけし. ]すぇくけゃぇは, ょっさっゃはくくにえ し きぇくしぇさ-

ょけえ, 85 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ぉぇくは, 
ゅぇさぇあ, 11 しけす. いっきかう, ちっくぇ: 2600 す. さ. 

1/2 ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえ-
ゅけさけょけゃぇ, ょっさっゃはく., けぉかけあっく こっくけ-
ぉかけおけき, 40 き2, ぉぇくは, 5 しけす. いっきかう, 
ちっくぇ: 1100 す. さ.

′╀‶, せか. ┿さきぇすせさとうおけゃ, 54 き2, 
ゅぇい, ゃけょぇ, 6 しけす.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ (ちっくすさ), せか. ╉ぇかうくう-
くぇ, 62 き2, ょっさっゃ., 14 しけす. いっきかう, ち. 
1200 す.さ.

¨╀╋╄′:
ょけき せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, くぇ 2-た おけきく. 

おゃ. (こっさしこっおすうゃぇ しくけしぇ), 8-902-26-
02-030. 

せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, 16, こぇくっかぬ 
35/19/9, せ/こ, 1/5, けぉきっく くぇ 1-おけきく. 
くぇ ]けゃっすしおけき. 8-922-19-44-752. 

‶[¨╃┿╅┿
╉けきくぇすぇ
せか. ╋うさぇ, 3, 4/5, おうさこうつ, 2 おけき-

くぇすに, 25 おゃ.き, ゃけょぇ ゃ おけきくぇすっ, しっお-
ちうは くぇ 2-た しけぉしすゃっくくうおけゃ, 950 す.さ. 
8-902-26-02-030. 

せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, 2/5, 12 
おゃ.き, 500 す.さ., すけさゅ. 8-902-26-02-030.

1-おけきく. おゃ.
せか. ╋ぇはおけゃしおけゅけ, 4, こぇくっかぬ, 4/5, 

33/19/6, 1400 す.さ., すけさゅ. 8-902-26-02-030.
2-おけきく. おゃ.
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╋.-]うぉうさはおぇ, 

23, 43/30/6, しけしす. たけさ., 2400 す.さ. 
8-922-17-99-230. 

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 21, こぇくっかぬ, 1/5, 
44/28/7,5, せ/こ, つうしすぇは こさけょぇあぇ, 
1600 す.さ. 8-922-29-31-920.

こ. ╉かのつっゃしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 2/2, 
ょっさっゃけ, 42 おゃ.き, 350 す.さ. 8-902-26-
02-030.

3-おけきく. おゃ. 
せか. 【うかけゃしおぇは, 17, おうさこうつ, 4/5, 

59/42/6,5, しけしす. くけさき., 2150 す.さ. 
8-902-26-02-030.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, こぇくっかぬ, 9/9, 
64/44/7, しけしす. くけさき., 2350 す.さ. 〈けさゅ. 
89022602030.

╃けきぇ/ おけすすっょあう 
こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉ぇえゅけさけょけゃぇ, ょけき 

75/50/12, こぇくっかぬ, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ, 
ぉぇくは, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, 8 しけす. いっき-
かう, たけさ. さっきけくす, 3000 す.さ., すけさゅ うかう 
けぉきっく くぇ 2 けょくけおけきくぇすくにっ おゃぇさすうさに 
ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 8-902-26-02-030.

こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╅うすくせたうくぇ, 20 
しけす. いっきかう, ゃっすたうえ ょけき, ち. 900 す.さ.

こ. ╉っょさけゃおぇ, せか. ]けしくけゃぇは, 1/2 
ょけきぇ, 6 しけす. ゃ しけぉしすゃっく., くぇ おけくちっ 
せつ-おぇ かっし, ち. 1400 す.さ.

½ ょけきぇ, こけし. ╋けくっすくにえ, 35 おゃ. き, 
12 しけす., ょっさ. ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ゅぇい, ち. 
1150 す.さ.

ょけき ょっさっゃはくくにえ, せか. ╉うさけゃぇ, 
ぉぇくは, ゅぇい, ち. 2300 す.さ.

こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけすけお いっきかう, 
ょけき, しおゃぇあうくぇ, かっし, 1200 す.さ.

╉けすすっょあう
せか. ╇しぇおけゃぇ, 240 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 10 

しけす., ち. 6300 す.さ.
ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, せか. ╂けさくぇは, おけす-

すっょあ し きぇくしぇさょ., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇか., 
おさにす. ょゃけさ, ぉぇくは, 6 しけす., ち. 2500 す.さ. 
うかう けぉきっく.

くっょけしすさけえ, ]けしくけゃにえ ぉけさ, こっさ. 
7-え, ]っゃっさくにえ, 220 き2, おうさこうつ, 8 しけす. 
いっきかう, しけぉしすゃっくくけしすぬ, ち. 4500 す.さ.

]ぇょに
こ. ╋けくっすくにえ, 6 しけす., ぉぇくは, ち. 150 

す.さ.
44 き2, 3 しけす., ょけき し きぇくしぇさょ., ゃけ-

ょけっき, ち. 380 す.さ.
さ-く 44 き2, ゃ し/す «[けょくうお», 7 しけす. 

いっき., ち. 350 す.さ.
こけし. ╋けくっすくにえ, 10 しけす., 2-ねす. ょけき, 

ぉぇくは. 『. 500 す.さ.
こけし. ╋けくっすくにえ, 4 しけす., 130 す.さ.
せか. 《ういおせかぬすせさくうおけゃ, 6 しけす., ち. 

600 す.さ.
こけし. ╋けくっすくにえ, 3 しけす., ち. 80 す.さ.
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう 
こ. ]ぇさぇこせかおぇ, せか. ╋っくぬてうおけゃぇ, 12 

しけす., けおけかけ かっしぇ, さぇいさぇぉけすぇく, ち. 700 す.さ.
こ. ╉かのつっゃしお (ちっくすさ), せか. ╆ぇゃけょ-

しおぇは, 12,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう, ち. 850 す.さ.

 ゅ. ‶っさゃけせさぇかぬしお, こ. ╀うかうきぉぇえ, ゃっすた. 
ょけき, 17 しけす., ゅぇい, ち. 650 す.さ.

さぇぉ. こ. ╁. ′っえゃうくしおうえ, 11 しけす. ゃ 
おけすすっょあくけき こけしっかおっ, くぇ ゅけさっ せ かっしぇ, 
けつっくぬ あうゃけこうしくけっ きっしすけ, ゃしっ おけききせ-
くうおぇちうう, ち. 450 す.さ., すけさゅ, しさけつくけ.

こけし. ╉かのつっゃしお, 16 しけす., 850 す.さ.
せか. ╉ぇかうくうくぇ, 17 しけす. ゃ しけぉしすゃ.,  

ゅぇい, ゃけょぇ, ち. 1680 す.さ.
こけし. ╋けくっすくにえ, せか. ╄かけゃぇは, 18 

しけす. ゃ しけぉしすゃっくくけしすう, ゃ たけさ. あうゃけ-
こうしくけき きっしすっ. 『. 650 す. さ.

こけし. ╉っょさけゃおぇ, 10 しけす. 『. 750 す.さ.
〉つぇしすおう
こけし. ‶っさゃけきぇえしおうえ, せか. ]かっしぇさっえ, 

6 しけす. いっきかう, そせくょぇきっくす + ぉかけおう, 
ちっくぇ 1480 す. さ.

せつ-お こけょ きぇゅぇいうく, こけし. ╉かのつっゃしお 
うかう けぉきっくはの くぇ ぇゃすけきけぉうかぬ.

╂ぇさぇあう
′╀‶, さ-く 7 ておけかに, 120 す.さ.
こ. ╉うさけゃしおうえ, 80 す.さ., すけさゅ.
′╀‶, ち. 250 す.さ.

╉〉‶╊ぃ
1-2-3-おけきく. おゃ. 〈. 89122087034.
]╃┿╋
おけきくぇすせ 12 き2, ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6┿, ち. 

5 すにし. させぉ. + ねか. ねく., すっか. 8-902-26-
02-271.

 ]′╇╋〉
1-2-3-おけきく. おゃ. 〈. 89122087034.
╋╄′ぅぃ
おけきくぇすせ ゃ ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅっ くぇ あう-

かぬっ ゃ ╀っさっいけゃしおけき. 〈. 8-912-208-70-34.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすぇ 
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1, 15,5 き2 ゃ 5-おけきく. 

おゃ.,4/5, おうさこ., しけしす. たけさけてっっ, いぇしすっ-

おかっくくぇは かけょあうは 6 き. 『. 650 す.さ. 〈っか. 
8-909-703-23-22.

1/2 ょけかう ゃ 2-おけきく. おゃ., せか. ┿お. ╉け-

さけかっゃぇ, 3/5, せ/こ, 49/-/8. 『. 800 す.さ. 〈. 
8-912-208-70-34.

2-おけきく. おゃぇさすうさに
せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 9, 4/5, おうさこ., 

44,4/29/6, しぇくせいっか さぇいょ., おけきく. ういけ-

かうさ., しけしす. たけさけてっっ, ち. 1700 す.さ., 
8-912-208-70-34.

′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 6, 2/3, 
43/27/6, しけしす. たけさ., あっか. ょゃっさぬ, ゅぇい., 
》[, ぉっい ぉぇかおけくぇ, ゃけいきけあっく けぉきっく, 
くぇ 2-おけきく. おゃ. 〉‶ うかう 3-おけきく. おゃ., し 
ょけこかぇすけえ. 『. 1500 す.さ. 〈. 8-912-208-
70-34.

3-おけきく. おゃぇさすうさに
′╀‶, せか. 〈けかぉせたうくぇ, 3, 4/4, 52,9 き2, 

2000 す.さ. うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. 
8-912-208-70-34.

せか. ╇しぇおけゃぇ, 7, 8/9, 80 おゃ. き, さっきけくす, 
ち. 3700 す.さ. 〈. 8-912-208-70-34.

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 2/2, 5/10, 
96/55/12, けすか. しけしす., しすっおかけこぇおっすに, 
2 かけょあ., っゃさけさっきけくす. 『. 3600 す.さ. 〈. 
8-912-208-70-34.

せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/4, 7/9, こぇくっかぬ, 
58,2/37,8/7, し/せ さぇいょ., おけきくぇすに 
ういけか., ぉぇかおけく, ち. 2100 す.さ. 〈. 8-912-
208-70-34 

╃けきぇ
せか. ╉けききせくに,  1/3 ょけかう  ょっさっゃはくくけゅけ 

ょけきぇ 25き2, せつぇしすけお 4 しけすおう, ち. 850 す. 
さ., すっか. 8-912-208-70-34.

せか. 《っゃさぇかぬしおぇは, ちっくすさ, ゅぇい う ゃけょぇ 
ゃ ょけきっ, 15 しけす. 『. 1900 す. さ. 〈. 8-912-
208-70-34. 

せか. ╂けさくはおけゃ, ょっさっゃ., 10 しけす., 45 
き2, 3 おけきく., ゅぇい, ゃけょぇ, しかうゃ, ぉぇくは, 
ゃけいきけあっく けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. 『. 
2500 す.さ. 〈. 8-912-208-70-34.

╉けすすっょあう
こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ]けゃっすしおぇは, 

ぉかけお, けぉかうちけゃおぇ - おうさこ. 230き2, ゃしっ 
おけききせくうおぇちうう, つうしすけゃぇは けすょっかおぇ, 
せつぇしすけお 12 しけす., さはょけき さっつおぇ う かっし, 
ち. 8000 すにし. させぉ., すっか. 8-912-208-70-
34.

せか. ╉けききせくぇさけゃ, 200 き2, おうさこ., 
ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, ねか-ゃけ 
380, 6 おけきくぇす, しぇせくぇ, ゅぇさぇあ, 
かぇくょてぇそすくにえ ょういぇえく, せつ-お 6 しけす., 
ち. 7500. 〈. 8-912-208-70-34.

せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ねすぇあくにえ, 170 
き2, ぉかぇゅけせしすさ., くけゃにえ, せつ. 6 しけす., 
ちっくすさ. おぇくぇかういぇちうは, ち. 4200 す.さ., 
すけさゅ. [ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに けぉきっくぇ 
くぇ おゃぇさすうさせ. 〈. 8-912-208-70-34.

〉つぇしすおう
お/しぇょ «╃ぇかぬくうえ ╀っさっいうす», せつ-お 

6 しけす., ぉっい こけしすさけっお, ねか-ゃけ, ゃけょぇ ゃ 
しぇょせ, ち. 200 す.さ. 〈. 8-912-690-27-37.

せか. 〉さぇかぬしおぇは, 7 しけす., くぇ せ-おっ ゃっすたうえ 
ょけき 30 き2, ち. 1500 す.さ. ╁けいきけあっく 
すけさゅ うかう けぉきっく くぇ おゃぇさすうさせ. 〈. 
8-912-208-70-34.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 10 しけす. ゃ 
おけすすっょあくけえ いぇしすさけえおっ, ゅぇい さはょけき, 
ち. 1650 す.さ. 〈けさゅ. 8-912-208-70-34.

ゃ お/し «ぃぉうかっえくにえ» こ. ╉っょさけゃおぇ 
6 しけす., かっすく. ょけき, 3た6, ねか-ゃけ, ゃけょぇ, ぉぇくは, ち. 
450 す.さ. 8-912-208-70-34.

ゃ お/し, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, 4 しけす., ょけき 80 
き2, ち. 1200 す.さ. 〈. 8-912-208-70-34.

╆っきっかぬくにえ せつぇしすけお 724 き2, せか. 
《っゃさぇかぬしおぇは, ち. 1300, 8-912-208-70-34.

╉\し «╃ぇかぬくうえ ╀っさっいうす» 12 しけす., ぉっい 
こけしすさけっお, ねか-ゃけ, ゃけょぇ ゃ しぇょせ, ち. 500, す. 
8-912-208-70-34.

¨ぉなっおす くっいぇゃっさてっくくけゅけ しす-ゃぇ
せか. ‶さけたかぇょくぇは, 10た10, おうさこ., 1 ねすぇあ + 

ゅぇさぇあ, せつ-お 10 しけす., ねか-ゃけ, ゃけょぇ くぇ せつ-おっ, 
ゅぇい さはょけき, ち. 2500 す.さ., 8-912-208-70-34.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. 8 ╋ぇさすぇ, ょけき 
75/50/12, ょっさっゃけ/ぉかけお, ゅぇい, ゃけょぇ, 
ゃにゅさっぉ, 12 しけす. いっきかう, たけさ. さっきけくす, 
せたけあっく. しぇょ, 2700 す.さ. 》けさけてうえ 
すけさゅ. 8-902-26-02-030.

せか. ╁ぇえくっさぇ, ½ ょけきぇ, 50 き2, 4 
おけきくぇすに, おせたくは, ゅぇい, ゃけょぇ, ゃにゅさっぉ, 
2800 す.さ. 8-902-26-02-030.

ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ (こ. ╉ぇかうくけゃおぇ), 
せか. ]けょさせあっしすゃぇ, ょけき 45 き2, 6 しけす. 
いっきかう, しけしす. くけさき. 2500 す.さ. 8-902-
26-02-030.

せか. ╆ぇゅゃけいおうくぇ, ょけき 46 き2, 16 しけす. 
ゃ しけぉしす., ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかういぇちうは, 
2800 す.さ. 8-902-26-02-030.

せか. ‶うけくっさしおぇは, ょけき 38 き2, 10 しけす. 
いっきかう, ゅぇい, ゃけょぇ, けぉきっく くぇ 2-た おけきく. 
おゃ. ゃ たけさ. しけしす., 8-902-26-02-030.

せか. ╉っょさけゃぇは, 170 き2, ゃ すけき つうしかっ 
こけょゃぇか 80 き2, 1 ねすぇあ あうかけえ, ゃけょぇ, 
ねか-ゃけ, 11 しけす., 3900 す.さ. うかう けぉきっく 
くぇ 1 おけきく. おゃ. ゃ くけゃけしすさけえおっ, し ょけ-
こかぇすけえ. 8-902-26-02-030.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╁けしすけつ-
くぇは, 360 き2, こけょ つうしすけゃせの けすょっかおせ, 
ゅぇさぇあ-きぇしすっさしおぇは, ぉぇくは し ゅぇいけゃにき 
けすけこかっくうっき, 10,5 しけす. ゃ しけぉしすゃ. 
10200 す.さ. 80922602030.

せか. ]けゃっすしおぇは, 120 き2, こけょ つうしすけ-
ゃせの けすょっかおせ – 1 ねす., くっょけしすさけえ – 2 
ねす., 63 き2, ゅけすけゃに お こさけあうゃぇくうの, 
ぉぇくは し ぉぇししっえくけき, しぇせくぇ, 9 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., 7500 す.さ. 8-902-26-02-030.

こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╀けかぬくうつくぇは, 
こぇく/ょっさっゃけ, 1 ねすぇあ+ きぇくしぇさょぇ, 
120 き2, ゃけょぇ, ねか-ゃけ, ゃにゅさっぉ, 18 しけす. 
[はょけき かっし, ゃけょけっき, 1800 す.さ., すけさゅ, 
8-922-17-99-230.

こ. ╉かのつっゃしお, せか. ╆ぇゃけょしおぇは, あう-
かけえ ょけき, ょっさっゃけ 35 き2, 14 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬす., ゅぇい くぇ 
せかうちっ, 650 す.さ. 8-902-26-02-030.

╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう
╀っかけはさしおうえ さ-く, こ. ╂せしっゃぇ, 20 しけす. 

ぇさっくょぇ, 49 かっす, いぇしすさけえおぇ せかうちに 
50%, しゃけは こけょしすぇくちうは, ょけさけゅぇ, さは-
ょけき ゅぇい. 530 す.さ., すけさゅ. 8-922-19-44-
752.

おけか. ]ぇょ わ 78, 4,7 しけす. ゃ しけぉ-
しすゃっくくけしすう, さはょけき けいっさけ «╅せかぇくけゃ-
しおけっ» 150 す.さ. 8-902-26-02-030.

╂ぇさぇあ
せつぇしすけお わ 11, おぇこうすぇかぬくにえ ゅぇ-

さぇあ 27 き2, っしすぬ はきぇ しきうすさけゃぇは う 
けゃけとくぇは, 110 す.さ. 8-922-19-44-752.

┿さっくょぇ 
こけきっとっくうっ こけょ けそうし 35 き2. 300 

さ. き2, せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2ょ, 3 ねす., すっかっ-
そけく, うくすっさくっす, 89221799230.

╊のぉにっ ゃうょに しすさけうすっかぬ-
くにた さぇぉけす, こさけっおすうさけゃぇくうっ, 
そせくおちうう いぇおぇいつうおぇ, ょういぇえく 
うくすっさぬっさけゃ, しけゅかぇしけゃぇくうっ ょけ-
おせきっくすぇちうう, ゃしっ けこっさぇちうう し 
くっょゃうあうきけしすぬの.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «′┿ 〈╄┿〈[┿╊を′¨╈»
 せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3.

 〈っか.: 4-51-81, 8-908-92-06-126, 
8-908-92-12-664

]′╇╋〉
╃けき.
1-おけきく. おゃ.
╉〉‶╊ぃ
╆っきっかぬくにっ せつぇしすおう うかう ょけきぇ.
‶[¨╃┿╋
1-おけきく. おゃ. 
せか. 【うかけゃしおぇは, 12, 1/5, 35,7/21,4/6 (こっ-

さっこかぇくうさけゃぇくけ ゃ 2-おけきく. おゃ.). 『. 1470 す.さ.
3-おけきく. おゃ.
せか. ]すさけうすっかっえ, 9, 2/5, 48,4/34,5, 

こさけょぇき うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. おゃ. し 
ょけこかぇすけえ.

せか. ╉けしにた, 8, 60,5 おゃ. き, おせたくは – 10 
おゃ. き (ぉにゃてぇは 4-おけきく. おゃ. し こっさっ-
こかぇくうさけゃおけえ), うかう けぉきっく くぇ 2-おけきく. 
おゃ. + ょけこかぇすぇ.

せか. ]すさけうすっかっえ, 10, 2/5, うかう けぉきっく 
くぇ 2-おけきく. おゃ. + ょけこかぇすぇ.

╃けきぇ/おけすすっょあう
こ. ╊けしうくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 32 おゃ.き, 

ねか-ゃけ, こっつく. けすけこか., 13 しけす. いっきかう ゃ 
しけぉしすゃ., ち. 700 す.さ.

ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ]けしく. ぉけさ. こっさ. 
5-にえ ]っゃっさくにえ, あうかけえ ょけき – 215 
おゃ. き, あうかぇは こかけとぇょぬ – 103 おゃ. き, 
こけかくけしすぬの ぉかぇゅけせしすさけっく. ╆っき. せつ-お 
10,5 しけす. ╁ しけぉしすゃっくくけしすう ゃしっ, ゃ たけ-
さけてっき しけしす., ぉぇくは, ぉっしっょおぇ, すっこかう-
ちぇ, くぇしぇあょっくうは, 10000 す. さ.

こ. 【うかけゃおぇ, せか. ]けゃたけいくぇは, ょけき 
ょっさっゃ., 36 おゃ. き, ゃけょぇ, ねかっおすさ., いっき-
かは – 16 しけす., ち. 2000 す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, ょけき おぇきっくくにえ, 
74 おゃ. き, ぉかぇゅけせしすさけっく., ぉぇくは, ゅぇ-
さぇあ, 6 しけすけお いっきかう, ゃしっ ゃ たけさけてっき 
しけしすけはくうう, ち. 4500 す.さ.

こ. ]すぇくけゃぇは, 1/2 ょけきぇ, せか. 1 ╋ぇは, 
こっつくけっ けすけこか., いっきかは 11 しけす. ゃ 
しけぉしすゃ., ち. 1270 す.さ.

こ. ‶っさゃけきぇえしおうえ, てかぇおけいぇかうゃくけえ, 
せか. ╋ぇてうくうしすけゃ, 59 き2, ゅぇい, ゃけょぇ, 
いっきかは 6 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ち. 2900 す.さ.

╆╄╋╄╊. 〉』-╉
こ. ]すぇくけゃぇは, せか. ╉っょさけゃぇは, こけょ 

しすさけうすっかぬしすゃけ, 14 しけす., っしすぬ ぉぇくは.
]┿╃｠
さ-く [っあっゃしおけゅけ すさぇおすぇ, 4 しけす., さは-

ょけき ゃけょぇ, 2-ねす. ょけき 6*6, くぇしぇあょっ-
くうは, ち. 550 す.さ.

╂┿[┿╅╇
こ. ╉うさけゃしおうえ, ゃにしけおうっ ゃけさけすぇ, ち. 220 す.さ.
さ-く 7-え ておけかに, ′╀‶, 6*8, ち. 350 す.さ.

┿′ «╉╁┿[〈╇[┿.╃¨╋. ¨《╇]»
′╀‶, せか. ╋. ╂けさぬおけゅけ, 26,
2 ねすぇあ (ゃたけょ しけ ょゃけさぇ).

〈っか.: 3-22-90,
8-912-246-92-50, 

╊のょきうかぇ ┿ょぇきけゃくぇ,
8-912-268-71-85, 
′うくぇ ╁ぇしうかぬっゃくぇ,
8-906-810-96-48, 

′ぇすぇかぬは ┿かっおしぇくょさけゃくぇ
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠
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╉〉‶╊ぃ
1-, 2-, 3-おけきく. おゃ., しぇょ, ゅぇさぇあ ゃ  

ゅ. ╀っさっいけゃしおけき, ′╀‶ う こさうかっあぇとうた 
こけしっかおぇた. ]さけつくけ.

]′╇╋〉
1-, 2-, 3-おけきく. おゃ. う ょけき ゃ ゅ. ╀っさっ-

いけゃしおけき う こさうかっあぇとうた こけしっかおぇた.
‶[¨╃┿╋
1-おけきく. おゃ., せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 

28, S-40/27/6, おうさ.,  し/せ さぇいょ., しっえそ-
ょゃっさぬ, けおくぇ こかぇしす., ぉぇか., たけさ. しけしす. 
,つ/こ, しさっょくうえ ねす. ち. 1550 す.さ.

1-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 21, 
おうさこうつ, しさっょくうえ ねす., けすかうつくけっ しけ-

しすけはくうっ, S 33/17/6, ち. 1550 す.さ.
2-おけきく. おゃ. せか. ╊っくうくぇ, 46, 1/3, 

お, し/せ さぇいょ. ぉ/ぉ, S-40/34/6, こけすけか. 
3 き, ち. 1550 す.さ.
2-おけきく. おゃ. ゃ ょっさっゃ. ょけきっ, こ. ╉っ-

ょさけゃおぇ, S-42/30/12, 1/1, ぉ/ぉ, せょけぉ-

しすゃぇ くぇ せかうちっ, 6 しけす. いっきかう ゃ しけぉしす., 
ち. 750 す.さ.

╃けき ょっさっゃ. せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 
S-63/45/12, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, ょさけゃっく. 
し/せ, ゅぇい, ゃけょぇ, おぇくぇかうい. ゃ ょけきっ, いっき-

かう 8 しけす. ゃ しけぉしすゃ., ち. 3200 す.さ.
╃けき 5た6 ょっさ. ぉ/こっつう, ね/ねく, 

ゃけょぇ ゃ ょけきっ, いっき. せつ. 12  しけす., 
こ.¨おすはぉさぬしおうえ, くぇしぇあょ., ち. 650 す.さ.

╂ぇさぇあ 5た6 うい ╅╀╇, ′╀‶ (さ-けく 7 
てお.), けゃ. う しき. はきに, ね/ねく, ち. 125 す.さ.

╂ぇさぇあ, こ. ╉うさけゃしおうえ, S-24 き2, 

けゃけと. はきぇ. 『. 90 す.さ.
╂ぇさぇあ 4た6 うい ╅╀╇, ′╀‶ (ゃ さ-くっ 

ぉぇししっえくぇ) ね/ねく. っしすぬ, ち. 110 す.さ.
╂ぇさぇあ 25 おゃ.き (さはょけき し ぇゃすけ-

しすぇくちうっえ) ね/ねく, けゃけと. はきぇ, ょっさっゃ.
こけか, ちっくぇ 110 す.さ.

╂ぇさぇあくにえ ぉけおし ′╀‶ (いぇ ぉぇししっえ-

くけき) 24 おゃ.き, ね/ねく, けゃけと. はきぇ, ちっくぇ 
120 す.さ.

╆っき. せつ. 7 しけす. ゃ おけか. しぇょせ 36 (いぇ 
╀けえくっえ), ね/ねく, ゃけょぇ, ょけき おうさ. 4た4, 2 
ねす., すっこかうちに 2, くぇしぇあょ., さはょけき さっつ-

おぇ, ち. 550 す.さ.
╆っき. せつ. – いっきかう 282 き2 ゃ こ. ╋け-

くっすくけき, おけか. しぇょ わ 17, くぇ せつ. っしすぬ 
かっすくうえ ょけきうお, おけかけょっち, しぇあっくちに, 
ょけさけゅぇ ぇしそぇかぬすうさ.,  ちっくぇ 115 す.さ.

 ╆っき. せつ. 6 しけす. ゃ おけか. しぇょせ わ 94 
(けおけかけ ¨しす. しけおさけゃうと) ね/ねく, ゃけょぇ, 
こさせょ, ぉ/しすさけっく., ち. 300 す.さ.

╆っき. せつ. 8 しけす. ゃ おけか. しぇょせ  «╃ぇつ-

くうお» こけ [っあっゃしお. すさ. けおけかけ こ. ╋け-

くっすくにえ, ね/ねく, ゃけょに くっす, ち. 100 す.さ.

んぞ «ぢづだぱぎででごだぞんず-ゐñë、£Üçï¡óú»,  
Ü¿. でöëÜóöñ¿ñú, 4, Üâ. 310 (3 ~ö.), öñ¿.: 5-50-50, 5-50-07.

ぞí çïñ ÖÜç▲ñ ¡çíëöóë▲ äëñÑÜï½ÜöëñÖí ëíïïëÜô¡í, óäÜöñ¡í, Üß½ñÖ Öí çöÜëóôÖÜñ ¢ó¿áñ.
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

┿′ «╀╂¨»
 せか. 【うかけゃしおぇは, 30, けそ. 106.

 〈っか.: 8-904-176-72-29

╉〉‶╊ぃ 
]ぇょ.
╆っき. せつぇしすけお こけょ しすさけうすっかぬしすゃけ, 

きけあくけ し ょけきけき.
‶[¨╃┿╋
╉けきくぇすに
╃ゃっ しきっあくにっ おけきくぇすに ゃ 3-おけきく. 

おゃ., 31 き2, せか ]すさけうすっかっえ, 10, おうさこ., 
4/5, 1500 す.さ.

1-おけきく. おゃ.  
╁くっ ゅけさけょぇ, けい. ]せくゅせかぬ, しっかけ [にぉ-

くうおけゃしおけっ, せか. ╃きうすさうっゃぇ, 7, 1/2, 
おうさこ., 30,5/18/6, ゃ 100 き けす けいっさぇ, 2 
しけす. いっきかう, ち. 800 す.さ.

2-おけきく. おゃ. 
こけし. ╉っょさけゃおぇ, ]けゃっすしおぇは, 3/5, 

こぇくっかぬ, 44/29/6, おけきく. ういけか., し/せ 
さぇいょ. 『. 1300 す.さ. 

4-おけきく. おゃ. 
こけし. ╉っょさけゃおぇ, ]けゃっすしおぇは, 1/5, 

こぇくっかぬ, おけきく. ういけか., し/せ さぇいょ. 『. 
1850 す.さ.

╃¨╋┿ 
〈┿〉′-》┿〉], せか. ]ゃけぉけょに, 120 き2, ゃけょぇ 

ゃ ょけきっ, ゅぇい さはょけき, 7 しけす. ′っょけさけゅけ.
1/2 ょけきぇ, せか. ̈ ゃけとくけっ けすょ., 40 き2, 

2 おけきく., おせたくは, ゃけょぇ, ゅぇい, さっきけくす, 
しすっおかけこぇおっすに, ぉぇくは, せ-お 9 しけす.

]けしくけゃにえ ╀けさ, こっさ. ‶にてきうくしおうえ, 
44/30, 2-おけきく., おせたくは, こけかくけしすぬの 
ぉかぇゅけせしすさけっく, せつぇしすけお 7,4 しけすおう, ち. 
2100 す.さ., すけさゅ.

48 き2, ぉさせし/こっくけぉかけお し きぇくしぇさょけえ, くぇ 
ぉっさっゅせ さっおう ‶にてきぇ, くけゃぇは しぇせくぇ 30 き2, 
ゅぇさぇあ 60 き2 うい こっくけぉかけおぇ, せゅけかぬくけっ けすけ-
こかっくうっ (おけすっか), ゃけょぇ – しおゃぇあうくぇ, いぇゃっょっ-
くぇ ゃ ょけき, せつぇしすけお 8,5 しけすけお, ゃ お/し わ36.

せか. ╉. ╋ぇさおしぇ, 29 き2, 15,5 しけす. ゃ 
しけぉしすゃっく., ゅぇい, ゃけょぇ こけ せかうちっ, きけあくけ 
さぇいょっかうすぬ くぇ 2 せつ., ち. 2400 す.さ., すけさゅ.

せか. ‶さけかっすぇさしおぇは, 245 き2, せつ. 14 しけす., 2 
ねす., こけかくけしすぬの ぉかぇゅ., さっきけくす, こかぇしす. けおくぇ, 
ぇゃすけきぇす. ゃけさけすぇ, 2-え ねすぇあ ぉっい ゃくせすさ. けすょっか-
おう, ゅぇさぇあ くぇ 2 きぇてうくに, ち. 6500 す.さ., すけさゅ.

]┿╃｠
«[はぉうくせておぇ», くっょぇかっおけ けす 44 おゃぇさ-

すぇかぇ, ょけき 40 き2, ぉさっゃくけ, し きぇくしぇさょけえ, 
こっつ. けすけこかっくうっ, 4,7 しけす., ぉぇくは, ゃけょけ-
っき, せたけあっく. ち. 1500 す.さ.

]ぇょ «′ぇたけょおぇ» いぇ 【うかけゃおけえ, 5 しけす., 
かっすく. ょけき, しおゃぇあうくぇ, ち.  400 す.さ.

]ぇょ 44 おゃぇさすぇか, 7,5 しけす. せつ-けお 
せたけあっく, ょけき し きぇくしぇさょけえ, ぉさっゃくぇ, 
ぉぇくは, しおゃぇあうくぇ, ぉぇししっえく, ゅけすけゃ ょかは 
いうきくっゅけ こさけあうゃぇくうは, ち. 1700 す.さ.

]ぇょけゃにっ せつ-おう けす 6 しけす. ╉] わ102 
こ. ╋けくっすくにえ, ぉっい こけしすさけっお, ゃ かっしせ, 
けす 120 す.さ. 

お/し «╃ぇつくうお», 8 しけすけお, せたけあっく, 
ょけき 16 き.

こけ くぇこさぇゃかっくうの 〈ぁ『, 6 しけすけお, ぉっい 
こけしすさけっお, ゃけょぇ, ねかっおすさうつっしすゃけ.

ゃ さ-くっ 【ゃっえくけえ そぇぉさうおう, 3,5 
しけす., ょけきうお, すっこかうちぇ.

ゃ さ-くっ 〈ぁ『, お/し «╊せつ-3», 6 しけす., 
2-ねすぇあくにえ ょけき, 1 ねすぇあ おうさこうつ, こっつ-
くけっ けすけこかっくうっ, 4 すっこかうちに, おけかけょっち, 
ゃけょけこさけゃけょ ゃ すっこかうちぇた, ぉぇくは, ゅぇさぇあ.

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, ょけき ぉさっゃっく. し 
きぇくしぇさょけえ, こっつく. けすけこか., 5 しけす., しおゃぇあう-
くぇ し こうす. ゃけょけえ, ぉぇくは, ゅぇさぇあ, くぇ ぉっさっゅせ 
さ. ‶にてきぇ, ゃ 200 き けす しぇょぇ けいっさけ, こけょ-
たけょうす ょかは こさけあうゃぇくうは おさせゅかにえ ゅけょ.

╂┿[┿╅′｠╄ ╀¨╉]｠
 6*5, «╉うさけゃしおうえ», ねか-ゃけ, けゃけと. はきぇ.
6*4, «╉うさけゃしおうえ».
5*5, さぇえけく ‶すうつぬっえ ゅけさおう.
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¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃっくくけしすぬ いっ-

きっかぬくにた せつぇしすおけゃ. ̈ ぉきっく, こけおせこおぇ, 
こさけょぇあぇ くっょゃうあうきけしすう. ‶さうゃぇすう-

いぇちうは, しけゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけ-

ゃけお, しけこさけゃけあょっくうっ しょっかけお, こさっょ-

しすぇゃうすっかぬしすゃけ ゃ しせょっ.

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╉╁┿[〈╇[′¨╄ ╀ぃ[¨
«〈┿〈をぅ′┿»

せか. 〈けかぉせたうくぇ, 13, 
けそうし 60.  〈っか.: 3-12-92, 

3-01-21, 8-912-232-00-18, 
8-908-914-50-36

┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, ┫┩┰┯╃
┲┶┵┩┦, ┽┩┥┩┱╀, ┵┮┤┯┤, 
┦┿┦┲┫ ┰┷┵┲┴┤ ′ 』.╈.

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

¨そけさきかっくうっ ゃ しけぉしすゃ. いっき. 
せつ-おけゃ. ¨ぉきっく, こけおせこおぇ, こさけょぇあぇ 
くっょゃうあうきけしすう, こさうゃぇすういぇちうは, しけ-
ゅかぇしけゃぇくうっ こっさっこかぇくうさけゃけお, しけ-
こさけゃけあょっくうっ しょっかけお.

╉〉‶╊ぃ
1-2-おけきく. おゃぇさすうさせ, ょけき.
‶[¨╃┿╋ ╇╊╇ ╋╄′ぅぃ
おけきくぇすせ, せか. ╊ぇゅっさくぇは, 10, 1/2, 

16 き2, ち. 630 す.さ.
1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 4, 5/5, 

おうさこうつ, ち. 1450 す.さ.
1-おけきく. おゃ., こけし. 【うかけゃおぇ, せか. 

╆ぇさっつくぇは, 17, せ/こ, 2/3, 33/16/8,8, ち. 
1250 す.さ.

2-おけきく. おゃ., せか. ]すさけうすっかっえ, 
7,  2/5, おけきく. しきっあ., うかう きっくはの くぇ 
3-おけきく. おゃ.

3-おけきく. おゃ., せか. 【うかけゃしおぇは, 20, 
1/5, 62/46/6, ち. 2300 す.さ.

ょけき, こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ′ぇ-

ゅけさくぇは,  14 しけす., ち. 2500 す.さ., さぇし-
しきけすさうき けぉきっく.

しぇょ, 44 おゃ., 4,7 しけす., ょっさっゃ. ょけきうお, 
ち. 650 す.さ.

┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦,  
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤, 

┰┴┤┰┲┴┱┤╃ ┮┴┲┼┮┤, 
┶┲┴┸, ┱┤┦┲┫,  

┻┩┴┱┲┫┩┰, ┲┳┬┯
┨┲┵┶┤┦┮┤, ┦┿┦┲┫ ┰┷┵┲┴┤

┶╉[. 8-904-38-78-067

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

¨¨¨ «Respekt»
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 16
(ゃたけょ つ/い きぇゅぇいうく «〉のすくにえ ょけき»).
〈っか.: 4-90-01,  8-908-927-15-59

′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

[╄
╉╊

┿╋
┿

1300

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

сейф-двери
けす 3500 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 5500 – «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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‶[¨╃┿ぃ 
╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈

╃¨╋ ょっさっゃはくくにえ, ゅぇい, 7 しけす., せか. 
╇しぇおけゃぇ, 1880 す.さ.

44 おゃぇさすぇか, 150 き2, おけすすっょあ, 10 
しけす., ぉっさっゅ ゃけょけっきぇ. 『. 4200 す.さ.

¨╆╄[¨ ╁ ╊╄]〉. 14 ゅぇ. 『. 3,5 きかく. させぉ.
〉つ-けお こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 12 しけす. ち. 750 す.さ.

┿ゅっくすしすゃけ くっょゃうあうきけしすう 
«ÂÈÇÈÒ» 
ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ,

せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 31 ょ, けそ. 411. 
]けゅかぇしけゃぇくうっ  

こっさっこかぇくうさけゃおう.

〈っか. 8-904-5490-113
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

╇‶ 【〉〈¨╁ ぃ.╊.
〈っか.: 219-56-27.
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4
′┿ ‶[┿╁┿》 [╄╉╊┿╋｠

]╃┿╋:
╁ ぇさっくょせ こけょ けそうし (しおかぇょ) きぇゅぇ-

いうく 61 き2 くぇ ╉さ. ╂っさけっゃ, 4.
‶[¨╃┿ぃ:

′っあうかけっ こけきっとっくうっ:
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 61 き2, 

おうさこうつ, くけゃにえ ょけき, ち. 30 す.さ./き2.
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 4/1, 150,9 き2, 

おうさこうつ, くけゃにえ ょけき, ち. 30 す.さ./き2.
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 57 き2, ち. 30 

す.さ./き2.

àäðåñ
ýòàæ/ 

ýòàæåé

ïëîùàäü 

îáù/æèë/

êóõ

áàëêîí/ 

ëîëæèÿ
öåíà ïðèìå÷àíèå òåëåôîí ñïåöèàëèñòà

ÏÐÎÄÀÆÀ. 1-êîìí. êâàðòèðû

Øèëîâêà, Íîâàÿ,13 1/2 28/16/6  1 300 000ð.
åâðîðåìîíò,äóø.

êàáèíà, øêàô-êóïå
8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ,20 1/5 37/15/9 ëîäæèÿ 1 343 219ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 2/5 35/14/9 ëîäæèÿ 1 250 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1/5 37/15/8 ëîäæèÿ 1 344 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 3/5 37/15/8 ëîäæèÿ 1 419 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,36 2/10 43/16/9 ëîäæèÿ 1 458 000ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 2-êîìí. êâàðòèðû

Ìèðà,12 1/2 43/26/6 íåò 1 450 000ð.
õîð. ðåìîíò,ñåéô-

äâåðü
8-950-550-59-78

Ïåðâîìàéñêèé,29 1/2 44/28/9  1 400 000ð. êèðïè÷, êîìí ñìåæí. 8-950-550-59-79

Øèëîâêà, Íîâàÿ,15 1/2 45/32/6  1 300 000ð. íîâàÿ êàíàëèçàöèÿ 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ,10 1/5 63/31/13 ëîäæèÿ 2 147 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 3/5 55/28/9 ëîäæèÿ 2 098 814ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1/5 47/28/8 ëîäæèÿ 1 742 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1/5 49/28/9 ëîäæèÿ 1 994 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 5/5 54/28/9 ëîäæèÿ 1 936 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Öèîëêîâñêîãî, 16 3/4 72/34/11 2ëîäæèè 2 558 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 6/9 82/41/18 ëîäæèÿ 2 961 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,36 2/10 67/34/9 ëîäæèÿ 2 266 000ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. 3-êîìí. êâàðòèðû

Ãàãàðèíà, 16 3/9 62/39/8 ëîäæèÿ 2 420 000ð. ÷/ïðîäàæà 8-950-550-59-78

Áðóñíèöûíà,3 7/9 70/48/9 ëîäæèÿ 2 550 000ð.
õîð.

ðåìîíò,ñòåêëîïàêåòû
8-950-550-59-78

Êðàñíûõ Ãåðîåâ,2 2/3 66/40/9 íåò 2 100 000ð. ÷/ïðîäàæà 8-950-550-59-78

Êðàñíûõ Ãåðîåâ,7À 5/6 58/36/9 ëîäæèÿ 2 450 000ð. õîðîøèé ðåìîíò 8-950-550-59-78

Ñïîðòèâíàÿ,10 1/5 86/49/11 2ëîäæèè 2 738 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,20 1/5 78/48/11 2 ëîäæèè 2 833 694ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1/5 78/48/11 ëîäæèÿ 2 634 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ,22 1/5 79/48/11 ëîäæèÿ 2 834 000ð. 1 êâ.2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 4/9 106/61/12 2ëîäæèè 3 570 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,22 9/9 108/60/14 2ëîäæèè 3 433 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Òåàòðàëüíàÿ,36 5/10 114/50/23 ëîäæèÿ 3 830 000ð. 2 êâ. 2011 ãîäà 8-922-111-8-112

Øèëîâñêàÿ,24 2/5 44/26/7
áàëêîí 

çàñò.
1 700 000ð.  8-950-550-59-78

Øèëîâñêàÿ,20À 4/5 72/54/6 ëîäæèÿ 3 200 000ð.
õîðîøèé ðåìîíò,ä/ã, 

òîðã
8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. 4-êîìí. êâàðòèðû

Çàãâîçêèíà,18 2/9 115/69/12 2ëîäæèè 3 436 000ð. íîâàÿ 8-922-111-8-112

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1/5 110/67/12 2ëîäæèè 3 658 000ð. 4 êâ.2010 ãîäà 8-922-111-8-112

ÏÐÎÄÀÆÀ. Äîìà, êîòòåäæè

àäðåñ ýòàæåé
ïëîùàäü, 

êâ.ì

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà ïðèìå÷àíèå
òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Äîì, 

Îêòÿáðüñêàÿ

1 49 10 2 800 000ð. ñòåêëîïàêåòû, äîì äåðåâÿííûé, 

ñ/ó â äîìå
8-950-550-59-78

Äîì, Çàâîäñêàÿ 1 75 6 4 500 000ð. äîì äåðåâÿííûé, 2 ãàðàæà, 

ãàç+âîäà+öåíòð.êàíàëèçàöèÿ, íà 

ó÷àñòêå òåïëèöû, áàíÿ

8-950-550-59-78

Äîì, Âàéíåðà 2 210 6,5 2 800 000ð. 6,5 ñîò. çåìëè â ñîáñòâåííîñòè, 

2-õ ýòàæ.äîì èç áðóñà-210 êâ.ì, 

ñòåêëîïàêåòû, ÷åð. îòäåëêà, 

êàíàëèçàöèÿ, ýë-âî, áàíÿ 4õ4

8-950-550-59-78

Äîì, 

Ôèçêóëüòóðíèêîâ

2 175 8 5 900 000ð. Äîì +ìàíñàðäà+öîêîëü, 

êèðïè÷,ãàç è âîäà  öåíòð., 

îòîïëåíèå,ñàðàé, áàíÿ. Âñå â 

ñîáñòâåííîñòè. ÒÎÐÃ

8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Ñàäîâûå ó÷àñòêè

àäðåñ îïèñàíèå

ïëîùàäü 

çåìëè, 

ñîò

öåíà òåëåôîí ñïåöèàëèñòà

Ê/ñ ¹67
2-ýòàæíûé äîì èç áðóñà,áåñåäêà 3õ6 ñ 

êàìèíîì,ñêâàæèíà, ýëåêòðè÷åñòâî
4 1 200 000ð. 8-950-550-59-78

ê/ñ «×åðåìøàíêà» ëåòíèé äîìèê,íåäîñòðîåííàÿ áàíÿ. Òîðã 12 580 000ð. 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè

Âàéíåðà

6,5 ñîò.çåìëè â ñîáñòâåííîñòè, 2-õ ýòàæ.

äîì èç áðóñà-210 êâ.ì, ñòåêëîïàêåòû, ÷åð. 

îòäåëêà, êàíàëèçàöèÿ, ýë-âî, áàíÿ 4õ4 

6,5 2 800 000ð. 8-950-550-59-78

ÏÐÎÄÀÆÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ ýòàæ
ïëîùàäü, 

êâ.ì
öåíà, ðóá îïèñàíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Ãàãàðèíà, 16 1 ýòàæ 405 15 500 000ð.
äåéñòâóþùèé ïðîìòîâàðíûé 

ìàãàçèí
8-922-29-84-636

Ãàãàðèíà, 18 1 ýòàæ 161 9 200 000ð.
äåéñòâóþùèé ïðîìòîâàðíûé 

ìàãàçèí
8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 1 ýòàæ 151 9 060 000ð.

àðåíäíûé áèçíåñ (ïðîäàæà ñ 

àðåíäàòîðîì - áàíêîì, ñðîê 

àðåíäû íà 5 ëåò)

8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 öîêîëü 54 1 070 000ð. ïîä ñêëàä, ìàñòåðñêóþ 8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 öîêîëü 43 1 275 000ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí 8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 öîêîëü 56 1 671 000ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí 8-922-29-84-636

Êðàñíûõ Ãåðîåâ, 4 öîêîëü 57 1 710 000ð. äåéñòâóþùèé ìàãàçèí 8-922-29-84-636

Ñïîðòèâíàÿ, 20 1 ýòàæ 110 3 658 000ð. â íåæèëîé ôîíä íå ïåðåâåäåíî 8-922-29-84-636

Ñòðîèòåëåé, 4À 1 ýòàæ 155 9 300 000ð. îòäåëüíûé âõîä 8-922-29-84-636

ÀÐÅÍÄÀ. Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü

àäðåñ ýòàæ
ïëîùàäü, 

êâ.ì

öåíà, ðóá/

ìåñ
îïèñàíèå

òåëåôîí 

ñïåöèàëèñòà

Çàãâîçêèíà,18 1 ýòàæ 300 600ð. íîâûé ìàãàçèí 8-922-29-84-636

ÇÀÁÎÐÛ
うい こさけそくぇしすうかぇ 

う さってっすけつくにっ, ゃけさけすぇ, さってっすおう, 
おけいにさぬおう, きっす. ょゃっさう, 

しっえそ-ょゃっさう.
╁にこけかくうき ぉにしすさけ 

う おぇつっしすゃっくくけ. ╂ぇさぇくすうは. 

8-908-912-21-04
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3 íîÿáðÿ
2010 ãîäà 11ÒÂ ×åòâåðã, 11 íîÿáðÿ

Ïÿòíèöà, 12 íîÿáðÿ

‶っさゃにえ 〈╁『

‶っさゃにえ 〈╁『

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

09.00, 22.00 «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ]┿′╃¨╉┿′┿». 〈/] 

10.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄». ╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ 

‶[¨╂[┿╋╋┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

11.00, 02.05 «╋╄╊¨╃╇╇ ‶[¨【╊｠》 ╊╄〈»

11.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» 

12.00, 17.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

13.00 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《

13.30 «╄]〈╄]〈╁╄′′┿ぅ ╉[┿]¨〈┿». ╃/]

14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿

14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»

14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈»  

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

14.45 «【╉¨╊┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

15.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

15.15 «╀╇′╃╇ - ╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ╃╅〉′╂╊╄╈». 〈/《 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

15.40 «╋〉╆｠╉┿ NON-STOP»

15.55, 01.20  «╋╇╊¨]╄[╃╇╄». 〈/《 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

19.00, 00.30 «]¨╉[¨╁╇】┿ ╃┿╋┿]╉┿». 〈/]

20.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

23.00 «╅〉[¨╁». 〈/]

00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»

02.30 ╁╄』╄[ ‶┿╋ぅ〈╇ 【┿╋╇╊ぅ ╀┿[╇╄╁┿

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.50, 11.20  «‶ぅ〈′╇』′┿ぅ ‶[¨‶¨╁╄╃を» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00  «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
07.50  «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»
08.00  «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
10.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»
11.30  «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
12.00, 17.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»
13.15  «′ぁ‶»
13.30  «╄]〈╄]〈╁╄′′┿ぅ ╉[┿]¨〈┿». ╃/] 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ 
14.15, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
14.30, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.15 «╀╇′╃╇ - ╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ╃╅〉′╂╊╄╈». 〈/《 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.40 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»
15.55, 03.00 «╋╇╊¨]╄[╃╇╄». 〈/《 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
16.45 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «‶[ぅ╋┿ぅ ]╁ぅ╆を». «¨〈╉[｠〈｠╈ 〉[¨╉»
19.45 «〈┿〈┿[]〈┿′: 〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╋┿╊¨╂¨ 

╀╇╆′╄]┿»
20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
20.30 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «┿╃┿╋ ╅╄′╇〈]ぅ ′┿ ╄╁╄». 》/《
23.00 «【¨《╄[ ′┿ ¨╃╇′ [╄╈]».  》/《
00.25 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
01.00 «ぁ╋╋┿». 》/《
03.45 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»

5.00 ╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 ╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!
10.50 ╅╉》
12.20 ╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[
13.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 ‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 》¨』〉 ╆′┿〈を
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ
18.00 ′¨╁¨]〈╇
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 ╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!
20.00 ‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈
21.00 ╁[╄╋ぅ
21.30 〈/] «╀┿′╃｠»
22.30 ╃/《 «¨‶┿]′｠╄ ╇╂[｠»
23.30 ′¨╁¨]〈╇
23.50 ′┿ ′¨』を ╂╊ぅ╃ぅ
0 0 . 5 0  》 / 《  « ] ╁ ╇ ╃ ┿ ′ ╇ ╄ 

╁]╊╄‶〉ぃ»
02.40 》/《 «┿╋╄[╇╉┿′]╉┿ぅ 

╁╄』╄[╇′╉┿»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00, 14.00, 16.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.50 〈/] «╃╁¨[╇╉»
15.25 «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈′╄[｠»
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╂┿╇【′╇╉╇. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
23.10 ‶¨╄╃╇′¨╉
00.10 ╁╄]〈╇+
00.30 》/《 «╋╄]〈¨ ╁]〈[╄』╇ 

╇╆╋╄′╇〈を ′╄╊を╆ぅ», 4 
]╄[╇ぅ

02.05 〈/] «╃╄╁〉【╉┿-]‶╊╄〈′╇『┿ - 2»
03.00 》/《 «╀┿〈┿╊を¨′｠ ‶[¨]ぅ〈 

¨╂′ぅ», 3 ]╄[╇ぅ
04.25 ╂¨[¨╃¨╉

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

【╄]〈╁╇╄
10.00 ]╄╂¨╃′ぅ
10.20 』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄
10.55 ╃¨ ]〉╃┿
12.00 ]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》
13.00 ]╄╂¨╃′ぅ
13.30 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
15.30, 18.30 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄
16.00 ]╄╂¨╃′ぅ
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 

╋〉》〈┿[┿»
19.00 ]╄╂¨╃′ぅ
19.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈»
21.30 〈/] «╀[┿〈┿′｠»
23.15 ]╄╂¨╃′ぅ
23.35 〈/] «』┿] ╁¨╊╉¨╁┿»
00.30 》/《 «╉[┿╈′╇╄ ╋╄[｠»
0 3 . 0 0  〈 / ]  « ╉ ¨ ] ╁ ╄ ′ ′ ｠ ╄ 

〉╊╇╉╇»
04.00 ¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╊╄╁ ╆╇╋¨╈»
12.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.00, 22.45 ¨. 〈┿╀┿╉¨╁. ╁ ‶¨-

╇]╉┿》 [┿╃¨]〈╇
13.40 ╁╄╉ [〉]]╉¨╂¨ ╋〉╆╄ぅ
14.05 》/《 «╀╄╊｠╄ ¨╃╄╅╃｠»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.05 》/《 «╀¨『╋┿′»
16.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.00 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
20.45 ¨]〈[¨╁┿
21.00 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
22.00 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╊╄╁ ╆╇╋¨╈»
01.20 ╊.╀╄〈》¨╁╄′. ]¨′┿〈┿ 

わ15
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

7.10 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
9.15, 20.00 «10 +» 
9.45 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
10.05 ╁╄]〈╇ ′┿]〈¨╊を′¨╂¨ 

〈╄′′╇]┿
10.15 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
10.45 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
11.10 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
11.40 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
14.00, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
14.10, 00.20, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.25, 04.55 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ 

- ╉┿′┿╃┿. ╋¨╊¨╃╄╅′｠╄ 
]╀¨[′｠╄

16.35 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿» 
17.05 《〉〈╀¨╊. «╆╄′╇〈» (]‶╀) 

- 『]╉┿
19.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.15 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00, 02.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
21.25 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - 《╇′-

╊ぅ′╃╇ぅ
00.35 «╋╄[〈╁┿ぅ ╆¨′┿»
01.05, 03.55 TOP GEAR 
02.20 «′┿〉╉┿ 2.0»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 «]〈[╄╉¨╆┿». ╉¨╋╄╃╇ぅ
10.20 ╃/《 «]╉┿╆╉┿ ¨ ╆¨╊〉【╉╄, 

╇╊╇ 《╄╋╇′┿ ]¨╁を╄〈╇╉┿»
11.10, 15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «╀╊╇╆╉╇╄ ╊ぃ╃╇». ╃╄-

〈╄╉〈╇╁
13.45 «PRO ╅╇╆′を». 〈¨╉-【¨〉
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.25 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
18.45 〈/] «〈┿′╉╄[ «〈┿′╂¨»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00  》/《 «‶¨╃ ╊╇╁′╄╋ 

‶〉╊を»
23.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.30 «‶[┿╁╇╊┿ ╀¨ぅ». ╀¨╄╁╇╉
02.50 «[┿‶]¨╃╇ぅ ╋┿╈┿╋╇». 

╉¨╋╄╃╇ぅ
04.40 〈/] «╃╄〈╄╉〈╇╁′¨╄ ┿╂╄′〈-

]〈╁¨ «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 〈┿╉]╇
7.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╉╊┿]]»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 〈/] «╇′〈╄[′｠»
11.00 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 〈/] «╂〉╋┿′¨╇╃｠ ╁ 

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

[¨╅╃╄]〈╁┿»
18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
2 0 . 3 0  〈 / ]  « [ ╄ ┿ ╊ を ′ ｠ ╄ 

‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «〉╀¨╈′｠╈ 《〉〈╀¨╊»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉╊┿]]»
01.50 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 》/《 «]╉╁¨╆を ¨╀‒╄╉〈╇╁»
05.05 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.35 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 
9.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 «╋╄╊を′╇『┿»
11.30 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂»
14.00 «╁┿【╄ ╆╃¨[¨╁を╄»
14 .30  》 /《  «╆┿╉〉]¨』′┿ぅ 

′┿ ╉¨╊╄]┿》»
16.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.00 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «┿′╂╄╊ ╋╄]〈╇»
23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
23.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 «¨〈╉»
00.30 «╋┿]╉╇-【¨〉»
01.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
02.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
04.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╂¨[¨╃]╉╇╄ ╊╄-

╂╄′╃｠ 2»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «╊╇』′¨╄ ╃╄╊¨ ╉┿‶╇-

〈┿′┿ [ぃ╋╇′┿»
22.00, 03.30 «╄╃┿-〉╀╇╈『┿. 

〈[┿′]╂╄′′┿ぅ ╉┿〈┿]-
〈[¨《┿»

23.00  «╃〉[┿╉╇,  ╃¨[¨╂╇, 
╃╄′を╂╇»

00.00 》/《 «¨╀¨[¨〈′╇»
01.50 «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈╁╄′′¨╄»
02.40 «‶¨╉╄[-╃〉ぁ╊を

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.00 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
11.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
12.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
13.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
14.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 ╉¨╋╄╃╇╈′｠╈ ╀¨╄╁╇╉ 

«‶╊¨》╇╄ ‶┿[′╇»
23.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41. ]╁╄[》 

‶╊┿′┿»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 ╀¨╄╁╇╉ «╋〉╆｠╉┿′〈»
0 2 . 3 5  ╃ [ ┿ ╋ ┿  « ‶ [ ¨ ╄ ╉ 〈 

》╇‶-》¨‶»
04.30 〈/] «╋¨ぅ ╉¨╋┿′╃┿»
05.00 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.40, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ╃/《 «]〈┿〈を ╊を╁¨╋»
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. 
╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.15 «[╄╆¨′┿′]»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.40 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
12.45, 13.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
13.10 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
13.25 «DE FACTO»
14.05, 18.30 〈/] «[〉]]╉╇╄ ┿╋┿╆¨′╉╇»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05, 22.00 〈/] «╉┿╆〉] ╉〉╉¨『╉¨╂¨»
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.10, 00.30, 04.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00, 01.50, 03.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
20.30, 04.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»

5.00 ╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 ╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!
10.50 ╅╉》
12.20 ╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[
13.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 ‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 》¨』〉 ╆′┿〈を
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ
18.00 ′¨╁¨]〈╇
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 ╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!
20.00 ‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈
21.00 ╁[╄╋ぅ
21.30 〈/] «╀┿′╃｠»
22.30 』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′
23.30 ′¨╁¨]〈╇
23.50 ]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇
00.50 》/《 «╃¨′′╇ ╀[┿]╉¨»
03.15 》/《 «╋¨〈╇╁｠: ╁¨╆-

╃┿ぅ′╇╄»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00, 14.00, 16.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.50 〈/] «╃╁¨[╇╉»
15.25 «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[〈′╄[｠»
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «╂┿╇【′╇╉╇. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
23.00 ╁╄]〈╇+
23.20 》/《 «╋╄]〈¨ ╁]〈[╄』╇ 

╇╆╋╄′╇〈を  ′╄╊を╆ぅ» , 
5 ]╄[╇ぅ

01.10 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
02.25 〈/] «╃╄╁〉【╉┿-]‶╊╄〈′╇『┿ - 2»
03.15 》/《 «╀┿〈┿╊を¨′｠ ‶[¨]ぅ〈 

¨╂′ぅ», 4 ]╄[╇ぅ
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

4.55 ′〈╁ 〉〈[¨╋
8 . 3 0  ╋ ┿ ╋ ┿  ╁  ╀ ¨ ╊ を 【 ¨ ╋ 

╂¨[¨╃╄
9.00 ╁ ╆¨′╄ ¨]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿
9.30 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄
10.00 ]╄╂¨╃′ぅ
10.20 ]‶┿]┿〈╄╊╇
10.55 ╃¨ ]〉╃┿
12.00 ]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》
13.00 ]╄╂¨╃′ぅ
13.30 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
15.30, 18.30 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄
16.00 ]╄╂¨╃′ぅ
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 

╋〉》〈┿[┿»
19.00 ]╄╂¨╃′ぅ
19.30 ]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...
20.25 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄
20.50 ′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′-

『╄[〈 ╉¨ ╃′ぃ ╋╄′〈¨╁
23.00 ′〈╁【′╇╉╇
00.05 ╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃
00.50 》/《 «╃¨╋ 〉 ¨╆╄[┿»
02.50 》/《 «‶〉〈を ]┿╋『┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╊╄╁ ╆╇╋¨╈»
12.10 ╃/《 «╂╄′╇╈ ╋╄]〈┿»
13.05, 22.45 ¨. 〈┿╀┿╉¨╁. ╁ ‶¨-

╇]╉┿》 [┿╃¨]〈╇
13.45 ]〈[┿′]〈╁╇ぅ ╋〉╆｠╉┿′〈┿
14.10 》/《 «╀╄╊｠╄ ¨╃╄╅╃｠»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.05 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
16.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 『┿[]╉┿ぅ ╊¨╅┿
18.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ′¨╁┿ぅ ┿′〈¨╊¨╂╇ぅ. [¨]-

]╇╈]╉╇╄ ‶╇]┿〈╄╊╇
20.15 ]╋╄》¨′¨]〈┿╊を╂╇ぅ
20.45 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
21.35 》/《 «‶[¨】┿╊を′｠╄ ╂┿-

]〈[¨╊╇»
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.15 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
01.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╃/《 «╂╄′╇╈ ╋╄]〈┿»

7.10 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
9.15, 20.00 «10 +» 
9.30 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
9.45 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
10.10 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠   
10.40 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【! 
11.10 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
11.40  》¨╉╉╄╈.  [¨]]╇ぅ - 

╉┿′┿╃┿. ╋¨╊¨╃╄╅′｠╄ 
]╀¨[′｠╄

13.30, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
13.40, 00.20, 03.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
13.55, 17.55 《¨[╋〉╊┿-1
15.45 TOP GEAR
16.50 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿» 
19.45 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.30 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
20.45 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
21.15 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
21.50 》/《 «]╋╄[〈╄╊を′¨╄ 

¨[〉╅╇╄» 
00.45 «‶ぅ〈′╇『┿»
01.15 ╀¨╉]
02.30 ╋-1. 』╄╋‶╇¨′┿〈 ╋╇[┿ 

‶¨ ]╋╄【┿′′｠╋ ╄╃╇′¨-
╀¨[]〈╁┿╋

03.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «]〈┿[｠╄ ]〈╄′｠»
10.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.10, 15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁-

╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45  «╀╊╇╆╉╇╄ ╊ぃ╃╇». 

╃╄〈╄╉〈╇╁
13.45 «PRO ╅╇╆′を»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.25 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
18.45 〈/] «〈┿′╉╄[ «〈┿′╂¨»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 00.10 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00  》/《 «‶¨╃ ╊╇╁′╄╋ 

‶〉╊を»
23.05 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
00.45 》/《 «╆¨╊¨〈┿ぅ ╋╇′┿»
03.25 》/《 «ぁ╁╄╊╇′»
05 .10  «╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ 

╁╇′｠»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 〈┿╉]╇
7.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╉╊┿]]»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 〈/] «╇′〈╄[′｠»
11.00 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 〈/] «╂〉╋┿′¨╇╃｠ ╁ 

╉¨[¨╊┱╁╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.15 》/《 «〉╀¨╈′｠╈ 《〉〈╀¨╊»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
21.00 》/《 «ぁ╊╁╇′ ╇ ╀〉[〉′-

╃〉╉╇ - 2»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉╊┿]]»
01.50 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.20 》/《 «╀┿′╃｠ ′をぃ-╈¨[╉┿»
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.35 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 
9.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
11.30 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂»
14.00 «36,6»
14.20 》/《 «┿′╂╄╊ ╋╄]〈╇»
16.30 «╁┿【╄ ╆╃¨[¨╁を╄»
17.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.00 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
2 1 . 0 0  》 / 《  « ¨ ] ╄ ′ ′ ╇ ╈ 

╋┿[┿《¨′»
23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 «┿╈╁¨]を╉┿»
00.30 «GAME ON»
01.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «¨╀¨[¨〈′╇»
16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «ぁ》¨ ╇╆ ‶[¨【╊¨╂¨»
00.00 «╂¨╊┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿»
01.35 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
0 3 . 2 5  〈 / ]  « ] 〈 〉 ╃ ╄ ′ 〈 ｠ 

INTERNATIONAL»
0 5 . 1 5  « ′ ╄ ╇ ╆ ╁ ╄ ] 〈 ′ ┿ ぅ 

‶╊┿′╄〈┿»
05.40 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╉┿′┿╊

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.00 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
11.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
12.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
13.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
14.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶╊¨》╇╄ 

‶┿[′╇ – 2»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41. ]╁╄[》 

‶╊┿′┿»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 ╀¨╄╁╇╉ «′╄╀¨]╉[┱╀»
02.45 《╇╊を╋ 〉╅┿]¨╁ «╁┿╋‶╇[ 

╁ ╀[〉╉╊╇′╄»
04.40 〈/] «╋¨ぅ ╉¨╋┿′╃┿»
05.10 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.40, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
6.35 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.15 ]╁┿╃╄╀′｠╈ ‶╄[╄‶¨╊¨》
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.40 «╁╊┿]〈を ′┿[¨╃┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
12.45, 13.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05, 18.30 〈/] «[〉]]╉╇╄ ┿╋┿╆¨′╉╇»
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
16.05 〈/] «╉┿╆〉] ╉〉╉¨『╉¨╂¨»
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
18.10, 00.30, 04.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00, 01.50, 3.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
20.30, 04.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»

10

10

〉[┿╊

〉[┿╊

〉[┿╊
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Âîñêðåñåíüå, 14 íîÿáðÿ

‶っさゃにえ 〈╁『

‶っさゃにえ 〈╁『

3 íîÿáðÿ
2010 ãîäà Ñóááîòà, 13 íîÿáðÿ12 ÒÂ

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.15 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
06.30 «〈┿〈┿[]〈┿′: 〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╋┿╊¨╂¨ ╀╇╆′╄]┿»
06.45 «]┿》┿[′｠╈ ╃╇┿╀╄〈. ╁¨‶[¨]｠ ╇ ¨〈╁╄〈｠»
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «]‶¨[〈╊┿′╃╇ぅ»
09.20 «〉』╇╋ 〈┿〈┿[]╉╇╈ ぅ╆｠╉». 《╇╊を╋-╉¨′『╄[〈
10.00  ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.00 «╋〉╅]╉¨╄ ╃╄╊¨»
11.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.00 «]〈〉‶╄′╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
12.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
13.00 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
13.30  ╊. ╉¨╅╄╁′╇╉¨╁┿. «‶¨╃╊¨╂». ]‶╄╉〈┿╉╊を 

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′. ¨╀】╄]〈╁¨.» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00 «╉╁′-2010»
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.30 «′┿【 ╃¨╋ - 〈┿〈┿[]〈┿′». 〈/《
19.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
19.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
20.30 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
21.15 «]〈[┿》¨╁┿′╇╄ ]╄╂¨╃′ぅ»
21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
22.00 «╃¨╋¨╁¨╈». 》/《 
23.50 ╀¨╇ ‶¨ ‶[┿╁╇╊┿╋ TNA ′┿ ╉〉╀¨╉  «TATNEFT»
00.20  «╋〉╆｠╉┿ NON-STOP»
02.00 «╅┿′╃┿[╋ ╇╆ ]┿′-〈[¨‶╄». 》/《
02.40  «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
06.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[-

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

ぅ╆｠╉╄)
11.00 «〈╇′-╉╊〉╀»
11.30 “┿╁〈¨╋¨╀╇╊を”
12.00 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇».  〈/《
12.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»
13.30 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30 ╁╄』╄[ ‶┿╋ぅ〈╇ 【┿╋╇╊ぅ ╀┿[╇╄╁┿
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «╋〉╅]╉¨╄ ╃╄╊¨»
17.00 «╉〉╊╇′┿[′｠╄ ╆╁╄╆╃｠»
18.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.30, 21.30 «7 ╃′╄╈»
19.30 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇». ぃ. ╉¨╆╊¨╁
20.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
20.45 «╄╊╋┿╈!»
21.00 «╀┿〈｠[｠» 
21.20 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
23.00 «╁¨[¨【╇╊¨╁]╉╇╈ ]〈[╄╊¨╉». 》/《
00.45 «〈╄》┿]]╉╇╄ [╄╈′╃╅╄[｠». 》/《
02.15 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇».  〈/《
02.35 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»

5.00 ╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 ╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!
10.50 ╅╉》
12.20 ╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[
13.20 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 ‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を
15.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 》¨』〉 ╆′┿〈を
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ
18.00 ′¨╁¨]〈╇
18.20 ‶¨╊╄ 』〉╃╄]
19.10 ╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!
20.00 ‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈
21.00 ╁[╄╋ぅ
21.30 》/《 «]╄╉] ╁ ╀¨╊を【¨╋ 

╂¨[¨╃╄»
00.00 [¨╉-《╄]〈╇╁┿╊を «]¨〈╁¨-

[╄′╇╄ ╋╇[┿»
01.30 》/《 «╊╄¨‶┿[╃»
04.40 ╃/《 «¨》¨〈┿ ′┿ ‶[╇╁╇-

╃╄′╇ぅ»
05.25 ╃╄〈╄╉〈╇╁｠

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.20 ‶¨╃┿[╇ ]╄╀╄ ╅╇╆′を
12.00 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
12.40 〈/] «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╁]╄╂╃┿» - 2”
14.00 ╁╄]〈╇
14.30 〈/] «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╁]╄╂╃┿» - 2”
17.00 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
18.00 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
19.00 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.45 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, 

╋┿╊｠【╇!
20.55 ぃ[╋┿╊┿-2012. 《╄]〈╇-

╁┿╊を ぃ╋¨[╇]〈╇』╄]╉╇》 
‶[¨╂[┿╋╋

22.50 ╃╄╁』┿〈┿
23.45 》/《 «╀╊ぃ╆ ¨‶┿╃┿ぃ】╇》 

╊╇]〈を╄╁»
02.10 》/《 «【┿[｠ ぅ[¨]〈╇»
03.55 ╃/《 «[〉]]╉╇╄ ╀╄╆ [¨]-

]╇╇. ¨]〈[¨╁ ╊╄╋′¨]. 
[〉]]╉┿ぅ ╂¨╊╂¨《┿»

4.55 ′〈╁ 〉〈[¨╋
8.30 ╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』
9.00 ╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!
9.30 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄
10.00, 13.00, 16.00 ]╄╂¨╃′ぅ
10.20 ╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿
11.00 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉
12.00 ]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》
13.30 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
15.30 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄
16.20 ╃/] «╃╄╊¨ 〈╄╋′¨╄»
17.20 ¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿
18.20 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄
19.00 ]╄╂¨╃′ぅ
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[
19.55 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋
21.00 [〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇
21.55 〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!
22.50 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂ 

′〈╁. «╋╇[┿╅» ‶[¨〈╇╁ 
«′┿-′┿»

00.40 》/《 «』〉╃¨╁╇】╄ ╁¨ ╋[┿╉╄»
02.40 ¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!
03.10 》/《 «╃をぅ╁¨╊ ╇ ╃ぁ′╇╄╊ 

〉ぁ╀]〈╄[»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.25 》/《 «‶[¨】┿╊を′｠╄ 

╂┿]〈[¨╊╇»
11.35 ╃/《 «╉╊ぃ』 ╉ ]╋｠]╊〉»
12.05 ╃/《 «╂╄′╇╈ ╋╄]〈┿»
13.00 ¨╊╄╂ 〈┿╀┿╉¨╁. ╁ ‶¨╇]-

╉┿》 [┿╃¨]〈╇
13.40 ╃/《 «╀╄╆〉╋╇╄ ‶┿〈〉╋┿»
14.10 》/《 «╀╄╊｠╄ ¨╃╄╅╃｠»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 》/《 «╆¨╊¨〈｠╄ ぅ╀╊¨╉╇»
16.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.50 ]‶╄╉〈┿╉╊を «¨‶╄[╄〈〈┿ ′┿ 

╋¨[]╉¨╋ ╀╄[╄╂〉»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╋╇》┿╇╊ ╅╁┿′╄『╉╇╈: 

«╋¨′¨╊¨╂╇ ′┿  ╁]╄ 
╁[╄╋╄′┿»

20.35 〈/] «╉¨╋′┿〈｠ ]╋╄[〈╇. 
〈┿╈′｠ ′┿]〈¨ぅ】╄╂¨ 【╄[-
╊¨╉┿ 》¨╊╋]┿»

22.10 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
22.30 ]‶╄╉〈┿╉╊を «╃ぅ╃ぅ ╁┿′ぅ»
01.00 〈[╇¨ ╋┿[╇┿′┿ ‶╄〈[╄]╉〉
01.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╃/《 «╂╄′╇╈ ╋╄]〈┿»

6.30, 14.20 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇. 
‶╄[╄╃ 〈〉[¨╋»

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
7.55 «[｠╀┿╊╉┿»
8.10, 14.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
8.25 ╋-1. 』╄╋‶╇¨′┿〈 ╋╇[┿ ‶¨ ]╋╄-

【┿′′｠╋ ╄╃╇′¨╀¨[]〈╁┿╋
9.45 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
10.15 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.45 «10 +» 
11.15 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.35 «′┿〉╉┿ 2.0.»
12.05 》/《 «╇ ╂[ぅ′〉╊ ╂[¨╋» 
14.00, 23.45 ╁╄]〈╇.RU
14.55, 17.55 《¨[╋〉╊┿-1
16.10 «╋╄[〈╁┿ぅ ╆¨′┿»
16.40, 00.25 ╀¨╉]
19.10 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋   
19.35 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
20.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
20.30 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
21.05 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - 【╁╄-

『╇ぅ. 3 ‶╄[╇¨╃ 
21.55 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. ╄╃╇′┿ぅ ╊╇╂┿ 

╁〈╀. 〉′╇╉] - 『]╉┿ ([¨]]╇ぅ)
00.05, 03.20 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
03.30 «ぅ ╋¨╂〉!»
04.35 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇-

╉╊¨‶╄╃╇ぅ»
9.00 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
9.30 ]╉┿╆╉┿ «╀╄╊ぅ′¨』╉┿ ╇ 

[¨╆¨』╉┿»
10.40 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]╊¨╋〉»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.30 》/《 «]╄╋を ′╄╁╄]〈 ╄《[╄╈-

〈¨[┿ ╆╀[〉╄╁┿»
14.45 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ ╃¨╋»
15.25 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.25 ╃/《 «╃╇┿′┿ ‶[¨〈╇╁ ╉¨-

[¨╊╄╁｠»
17.30, 00.05 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈‶┿[┿╃
18.50 〈/] «〈┿′╉╄[ «〈┿′╂¨»
20.00 «‶〉┿[¨ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇». 

╃╄〈╄╉〈╇╁
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 ╃¨╀[｠╈ ╁╄』╄[, ╋¨]╉╁┿!
00.20 》/《 «′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╋┿╉-

╉¨╈»
02.25 «[｠]を». ╃╄〈╄╉〈╇╁
04.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 〈┿╉]╇
7.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╉╊┿]]»
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 〈/] «╇′〈╄[′｠»
11.00 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.00 〈/] «╂〉╋┿′¨╇╃｠ ╁ 

╉¨[¨╊┱╁╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.10 》/《 «ぁ╊╁╇′ ╇ ╀〉[〉′╃〉-

╉╇ - 2»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 》/《 «╂┿[[╇ ‶¨〈〈╄[ ╇ 

《╇╊¨]¨《]╉╇╈ ╉┿╋╄′を»
23.05 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.05 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00 . 3 5  ] ╄╉ ]  ]  ┿ ′《 ╇] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
01.05 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.05 〈/] «╃[〉╆をぅ»
03.00 》/《 «╁╄╃を╋｠»
04.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇

5.35 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 
9.50, 20.15 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈-

]╉╇》 ╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
10.10 «¨〈╉»
1 0 . 4 0  « ╅ ╇ ╆ ′ を  ╁  ] 〈 ╇ ╊ ╄ 

WELLNESS»
11.00 «╅╇╊を┱ ╋¨┱»
11.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
11.40 «GAME ON»
12.05 «┿╈╁¨]を╉┿» 
12.25, 00.20 》/《 «╊ぃ╀╇〈を 

‶¨-[〉]]╉╇»
14.15, 02.00 》/《 «╊ぃ╀╇〈を 

‶¨-[〉]]╉╇ 2»
16.05 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
16.35, 03.30 》/《 «╊ぃ╀╇〈を 

‶¨-[〉]]╉╇ 3»
18.25 》/《 «¨]╄′′╇╈ ╋┿[┿《¨′»
20 .30  «′¨╁¨]〈╇.  ╇〈¨╂╇ 

′╄╃╄╊╇»
21.00 》/《 «¨〈]〈〉‶′╇╉╇»
23.50 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»

6.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
6.30 «』┿] ]〉╃┿»
7.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
9.30, 12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
13.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨‶[¨╀〉╄╋?»
14.00 ╃╅¨′′╇ ╃╄‶‶, 【┿[╊╇╆ 

〈╄[¨′ ╁ 《┿′〈┿]〈╇』╄-
]╉¨╋ 〈[╇╊╊╄[╄ «╅╄′┿ 
┿]〈[¨′┿╁〈┿»

16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
16.30, 19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»: «╁┿╋ 【〈[┿《!»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
20.00 〈/] «╃┿╊を′¨╀¨╈】╇╉╇ 2»
00.00 «╂¨╊┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿»
01.35 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
0 3 . 2 5  〈 / ]  « ] 〈 〉 ╃ ╄ ′ 〈 ｠ 

INTERNATIONAL»
0 5 . 1 5  « ′ ╄ ╇ ╆ ╁ ╄ ] 〈 ′ ┿ ぅ 

‶╊┿′╄〈┿»
05.40 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╉┿′┿╊

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.00 〈/] «╋┿[╂¨【┿»
11.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
12.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
13.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
14.00 ╋/] «]¨′╇╉ ╇╉]»
14.30 ╋/] «╉╊〉╀ ╁╇′╉] – 【╉¨-

╊┿ ╁¨╊【╄╀′╇『»
15.00 ╋/] «╉┿]‶╄[»
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
21.00 》/《 «‶[┿╁╇╊┿ ]‒╄╋┿. 

╋╄〈¨╃ 》╇〈』┿»
23.15 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
23.45 》/《 «′┿╀╊ぃ╃┿〈╄╊╇»
01.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «¨〈╊╇』′｠╈ 

╂┿╋╀〉[╂╄[»
03.15 〈[╇╊╊╄[ «╇╂[｠ ‶┿〈[╇¨-

〈¨╁»
05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
5.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
6.40 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 17.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. 

╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 ╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
10.40 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
11.10 «╂〉[╋ぁ»
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.30 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
13.00 〈/] «╉┿╆〉] ╉〉╉¨『╉¨╂¨»
15.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
16.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 ]╁┿╃╄╀′｠╈ ‶╄[╄‶¨╊¨》
16.30 «╉┿╋╄[〈¨′»
17.15 》/《 «╁ ′╄╀╄ ′¨』′｠╄ ╁╄╃を╋｠»
18.40 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
19.00, 03.05 «]¨╀｠〈╇ぅ ′╄╃╄╊╇»
20.00, 04.35 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
22.20 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00, 04.05 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.35 》/《 «]╇]]╇»
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»
05.05 «DE FACTO»

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 》/《 «╊ぃ╀╇╋┿ぅ ╅╄′】╇′┿ 

╋╄》┿′╇╉┿ ╂┿╁[╇╊¨╁┿»
8.00 ┿[╋╄╈]╉╇╈ ╋┿╂┿╆╇′
8.30 ╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を ╊ぃ-

╀╇╋┿ぅ!
9.10 ╆╃¨[¨╁を╄
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.10 ′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇
10.30 ‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿
11.20 《┿╆╄′╃┿
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.10 ]』┿]〈を╄ ╄]〈を!
13.00 ╃/《 «‶¨》╇】╄′′｠╄ 

╃╄〈╇»
14.00 〈/] «╂[¨╋¨╁｠. ╃¨╋ 

′┿╃╄╅╃｠»
18.10 ╊╄╃ ╇ ‶╊┿╋╄′を
21.00 ╁¨]╉[╄]′¨╄ ╁[╄╋ぅ
22.00 ╋〉╊を〈 ╊╇』′¨]〈╇
22.30 YESTERDAY LIVE
23.10 ‶¨╆′╄[
00.10 》/《 «] ╋╄′ぅ 》╁┿〈╇〈!»
02.25 》/《 «╉¨╋┿〈¨╆′╇╉╇»

5.15 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ] ╂╇〈┿-
[¨╈»

7.05 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
7.30 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
8.20 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
9.00 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
9.50 ╂¨[¨╃¨╉
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 〈｠ ╇ ぅ
12.10 〈/] «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╁]╄╂╃┿» - 2”
14.00 ╁╄]〈╇
14.20 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.30 〈/] «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╁]╄╂╃┿» - 2”
16.15 ┿′【╊┿╂
18.10 ]〈╇╊ぅ╂╇-【¨〉 ] ╋┿╉]╇-

╋¨╋ ╂┿╊╉╇′｠╋
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «〈╇》╇╈ ¨╋〉〈»
23.00 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.00 33 ╁╄]┱╊｠》 ╀〉╉╁｠
00.30 》/《 «╆¨╃╇┿╉»
03.45 ╉¨╋′┿〈┿ ]╋╄》┿

5.10 》/《 «╁¨╁¨』╉┿»
6.55 ]╉┿╆╉╇ ╀┿╅╄′¨╁┿
7.25 ╃╇╉╇╈ ╋╇[
8.00, 10.00 ]╄╂¨╃′ぅ
8.20 [〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨
8.45 ╇》 ′[┿╁｠
9.25 ╄╃╇╋ ╃¨╋┿!
10.20 ‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿
11.00 ╃/] «╀╇〈╁┿ ╆┿ ]╄╁╄[»
12.00 ╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈
13.00, 16.00 ]╄╂¨╃′ぅ
13.20 ]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》: ╂╊┿╁-

′¨╄ ╃╄╊¨
15.05 ]╁¨ぅ ╇╂[┿
1 6 . 2 0  ╃ / ]  « [ ┿ ╆ ╁ ¨ ╃ 

‶¨-[〉]]╉╇»
17.20 ╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!
18.20, 20.00 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄
19.00 ]╄╂¨╃′ぅ
20.50 『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄
21.50 》/《 «┿′〈╇]′┿╈‶╄[. ′¨-

╁｠╈ 〉[¨╁╄′を»
23.50 ′╄[╄┿╊を′┿ぅ ‶¨╊╇〈╇╉┿
00.20 ╁ ╆¨′╄ ¨]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿
00.55 》/《 «╋┿╂′¨╊╇ぅ»
04.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.10 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «‶╄[╁¨╄ ]╁╇╃┿′╇╄»
12.15 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ 

╉╇′¨
12.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.05 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
14.35 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
15.20 〈╄┿〈[┿╊を′｠╄ ╋¨′¨-

╊¨╂╇
16.30 》/《 «] 』╄[′¨╂¨ 》¨╃┿»
17.50 ╃/《 «╁′〉〈[╇ ╁〉╊╉┿′┿»
19.20 《╇′┿╊ I ╋╄╅╃〉′┿[¨╃-

′¨╂¨ ╉¨′╉〉[]┿ ╁¨╉┿-
╊╇]〈¨╁

20.55 》/《 «¨]╄′を»
22.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
22.45 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ]╁┿′┿»
00.30 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ 

╉╇′¨
01.00 ╉¨′『╄[〈 ╁ 』╄]〈を ╇╂¨-

[ぅ ╀[╇╊ぅ «╀╊ぃ╆ ╇ ′╄ 
〈¨╊を╉¨...»

0 1 . 5 5  ╃ / 《  « ╂ ¨ [ ¨ ╃ ] ╉ ¨ ╄ 
╉〉′╂-《〉»

02.35 ╃/《 «]〉╉[╄. ╆┿╁╄】┿′╇╄ 
]╇╋¨′┿ ╀¨╊╇╁┿[┿»

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
9.25 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.45 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
10.10 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.40 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
11.10 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
11.45 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿»
12.20 》/《 «〉╊を〈[┿《╇¨╊╄〈»
14.00, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
14.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.25 «ぅ ╋¨╂〉!»
15.25 ╁¨╊╄╈╀¨╊. 』╄╋‶╇¨-

′┿〈 ╋╇[┿. ╅╄′】╇′｠. 
《╇′┿╊

17.15 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿» 
17.45, 04.55 《¨[╋〉╊┿ - 1
20.15 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
20.45 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
21.15 《〉〈╀¨╊. 』╄╋‶╇¨′┿〈 

┿′╂╊╇╇. «』╄╊]╇» - «]┿′-
╃╄[╊╄′╃»

23.05 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
23.35 《╇′┿′]╇]〈
00.20, 02.50 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.40 》¨╉╉╄╈. [¨]]╇ぅ - 』╄》╇ぅ 
03.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «》╇╋╉╇» 

-  «┿]]╄╉¨ ‶[¨╉¨╋» 
(‶¨╊を【┿)

5.05 》/《 «]╄╋を ′╄╁╄]〈 ╄《[╄╈-
〈¨[┿ ╆╀[〉╄╁┿»

6.55 «╃′╄╁′╇╉ ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′-
′╇╉┿»

7.30 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.00 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.20 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
8.55 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.40 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇-

╁¨〈′｠╄»
10.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «′╄〉╊¨╁╇╋｠╄ ╋]〈╇〈╄╊╇»
13.15 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ ╃¨╋»
14.15 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.25 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠
16.15 》/《 «╆¨╊¨〈┿ぅ ╋╇′┿»
18.55 ╉¨′『╄[〈, ‶¨]╁ぅ】╄′′′｠╈ 

╋¨]╉¨╁]╉¨╈ ╋╇╊╇『╇╇
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 》/《 «¨‶╄[┿〈╇╁′┿ぅ [┿╆-

[┿╀¨〈╉┿ - 2»
23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.15 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′. 

┿[╋╄′ ╃╅╇╂┿[》┿′ぅ′
01.15 》/《 «╁¨]〈¨╉-╆┿‶┿╃»
03.45 》/《 «]〈┿[｠╄ ]〈╄′｠»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.25 〈/] «╃[〉╆をぅ»
9.50 ╊¨〈╄[╄╇: «‶╄[╁┿ぅ ′┿『╇¨-

′┿╊を′┿ぅ» ╇ «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30 COSMOPOLITAN
12.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
13.00 ╃/《 «ぁ╈, 〈¨╊]〈｠╈!»
14.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
15.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
16.00 》/《 «╂┿[[╇ ‶¨〈〈╄[ ╇ 

《╇╊¨]¨《]╉╇╈ ╉┿╋╄′を»
19.30 COMEDY ╀┿〈〈╊. ¨〈╀¨[
20.00 》/《 «』┿[╊╇ ╇ 【¨╉¨╊┿╃-

′┿ぅ 《┿╀[╇╉┿»
22.35 COMEDY ╀┿〈〈╊. ¨〈╀¨[
23.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.35 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
01.05 〉╀¨╈′┿ぅ ╊╇╂┿
02 . 1 5  ] ╄╉ ]  ]  ┿ ′《 ╇] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
02.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
04.25 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.20 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[

5.00 》/《 «′╄ ╂¨[ぃ╈!»
6.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇ ′╄-

╃╄╊╇»
7.00 «GAME ON»
7.30 «┿╈╁¨]を╉┿» 
7.50 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!»
8.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.10 «36,6». ‶[¨╂[┿╋╋┿ ¨ 

╆╃¨[¨╁を╄
10.30 «╋╄╊を′╇『┿»
11.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
11.30 «╁┿【╄ ╆╃¨[¨╁を╄»
12.00 》/《 «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈», 1-6 

]╄[╇╇
18.20 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇ ′╄-

╃╄╊╇»
18.50 》/《 «‶┿[┿╂[┿《 78», 

1-ぅ 』┿]〈を
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 》/《 «‶┿[┿╂[┿《 78», 

2-ぅ 』┿]〈を
22.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.20 ╁┿╊╄[╇╈ ′╇╉¨╊┿╄╁, 

╃╋╇〈[╇╈ ╃ぃ╅╄╁ ╇ ╁╊┿-
╃╇╋╇[ 〈〉[』╇′]╉╇╈ ╁ 
《╇╊を╋╄ «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈», 
1-6 ]╄[╇╇

6.00 «〈[¨╄ ]╁╄[》〉-2». ╉¨╋╄-
╃╇╈′｠╈ ]╄[╇┿╊

7.55 «╃┿╊を′╇╄ [¨╃]〈╁╄′′╇-
╉╇»

8.50 «╃〉[┿╉╇, ╃¨[¨╂╇, ╃╄′を-
╂╇»

9.50 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈ 〈[╇╊╊╄[ 
«╅╄′┿ ┿]〈[¨′┿╁〈┿»

12.00 «[╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]-
〈¨[╇╇»

12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14 .00  〈 /]  «╃┿╊を′¨╀¨╈-

】╇╉╇ 2»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»: «╆╁╄╆╃′｠╄ 

]¨‶╄[′╇『｠»
19.00 «′╄]‶[┿╁╄╃╊╇╁¨]〈を»
20.00 〈/] «‶¨╃╉╇╃′¨╈»
00.00 «╋╇[¨╁¨╈ ╀¨╉]: ╁¨]-

》¨╃ぅ】╇╄ ╆╁╄╆╃｠»
00.35 «╂¨╊┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿»
0 1 . 3 5  〈 / ]  « ] ╄ ╉ [ ╄ 〈 ′ ｠ ╄ 

╋┿〈╄[╇┿╊｠»
0 3 . 2 5  〈 / ]  « ] 〈 〉 ╃ ╄ ′ 〈 ｠ 

INTERNATIONAL»
05.15 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
05.40 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╉┿′┿╊

6.00 》/《 «[¨╋┿′ ╋╄[《╇»
8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 «]┿╋｠╈ 〉╋′｠╈»
10.45 ╋/] «〈¨╋ ╇ ╃╅╄[[╇»
11.00 «╂┿╊╇╊╄¨»
12.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
1 3 . 0 0  ╀ ¨ ╄ ╁ ╇ ╉  « ╋ ┿ -

╊｠【-╉┿[┿〈╇]〈»
15.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
18.00 «〉╉[┿╇′]╉╇╈ ╉╁┿[〈┿╊»
19.30 ╋/《 «]╇′╃╀┿╃. ╊╄╂╄′╃┿ 

]╄╋╇ ╋¨[╄╈»
21 .00  ╉¨╋╄╃╇ぅ «〈┱[′╄[ 

╇ 》〉』»
22.50  ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶┿[╄′を 

╇╆ ‶〉╆｠[ぅ»
00.20 ╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ ╃[┿╋┿ 

«╉[┿]┿╁』╇╉ ╃╅¨′′╇»
02.05 〈[╇╊╊╄[ «╂╇╊を¨〈╇′┿»
04.20 〈/] «╋¨ぅ ╉¨╋┿′╃┿»
05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
5.35, 13.35 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╂〉《]╇′»
6.40 «DE FACTO»
6.55 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.15 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
9.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 》/《 «┿╊╄【┿ ‶〈╇『｠′ ╁｠[┿╀┿〈｠╁┿╄〈 

》┿[┿╉〈╄[»
11.15 ╋/《 «]╇′╄╂╊┿╆╉┿»
11.30 «╉┿╋╄[〈¨′»
12.05 》/《 «╁ ′╄╀╄ ′¨』′｠╄ ╁╄╃を╋｠»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
14.30 〈/] «╉┿╆〉] ╉〉╉¨『╉¨╂¨»
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30, 03.05 》/《 «′╄╆┿╉¨′』╄′′┿ぅ ╅╇╆′を»
20.30 «]¨╀｠〈╇ぅ ′╄╃╄╊╇»
21.30 «╁]╄ ╉┿╉ ╄]〈を»
22.15 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
00.40 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
01.40 «╉〉╃┿ ╅╇〈を?»
02.25 «DE FACTO»
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»

10

10

〉[┿╊

〉[┿╊

〉[┿╊

〉[┿╊
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3 íîÿáðÿ
2010 ãîäà14 ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

╁ぇおぇくしうう
• ╁ すぇおしう すさっぉせのすしは ょうしこっす-

つっさ う ゃけょうすっかう し か/ぇ, す. 8-952-
72-97-300.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ: てゃっう-
せくうゃっさしぇかに, いぇおさけえとうお-
せくうゃっさしぇか, ゃはいぇかぬとうちぇ くぇ 
ゃはい. きぇてうくせ Silver Reed Sk-830  
FRP 70n (7 おかぇしし). ╇くそけさきぇちうは 
こけ すっか.: 8-922-29-28-732.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けおぇさぬ, 8-919-38-37-615.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさに, 8-901-45-43-444.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し か/ぇ, さぇぉけすぇ ゃ 
すぇおしう, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, ゅさぇそうお 
しゃけぉけょくにえ, い/こ 30 す.さ., (343) 234-
51-47, (343) 222-32-23, 8-950-64-
90-458.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ ぇゃすけきけえとうおう, け/さ 
あっかぇすっかっく, い/こ ゃにしけおぇは, 8-904-
98-06-212.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇ こさけうい-ゃけ すさっぉせのすしは せこぇ-

おけゃとうちに (あっく.) う けこっさぇすけさに 
(きせあ.), けぉせつっくうっ くぇ きっしすっ, ゅさぇ-
そうお さぇぉけすに ょっくぬ/くけつぬ. 4-77-66.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さっょこさうはすうの すさっぉせっすしは 
しすけかはさ-しぉけさとうお (おけさこせしくぇは きっ-
ぉっかぬ), ゃけいきけあくけ けぉせつっくうっ. 8-922-
10-67-400, 8-904-17-16-651.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいつうお-おけきこかっおすけゃとうお, 
くっこけかく. さぇぉ. ょっくぬ, こっくしうけくっさ, 
ぉっい ゃ/こ, ′╀‶. 8-904-54-47-654, 
3-25-51.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうお, ぉっい ゃ/こ, ょけ 30 かっす. 
8-922-12-48-848.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けしせょけきけえとうちぇ, い/こ ょけしすけえ-
くぇは, 8-904-38-86-104.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇいくけさぇぉけつうっ (きせあ.), さ-く 
¨ゃけとく. けすょ., 8-922-60-65-999.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけきせ きぇゅぇいうくせ すさっぉせ-
っすしは こさけょぇゃっち-おけくしせかぬすぇくす, 
4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けおぇさぬ, い/こ 20 す.さ., しゃぇさとうお, 
い/こ 20 す.さ., ゃけょうすっかぬ くぇ 〉┿╆, 
い/こ 20 す.さ., きぇてうくうしす 〈-170, い/こ 
150 させぉ./つぇし,  8-912-23-55-597.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そ-おっ すさっぉせっすしは 
くぇつぇかぬくうお こさけういゃけょしすゃぇ, くぇ-

つぇかぬくうお ちったぇ ょっさっゃけけぉさぇ-

ぉけすおう, うくあっくっさ-すったくけかけゅ, 
しかっしぇさぬ-さっきけくすくうお, けすょっかけつ-

くうお (あっく.), すけおぇさぬ, しすけかはさ-
しすぇくけつくうお. 〈っか. 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し か/ぇ, 8-902-44-80-389.
[╄╉╊┿╋┿

• ╁ おけきこぇくうの «╂¨[¨╃» すさっぉせ-

のすしは ╃╇]‶╄〈』╄[, ╁¨╃╇〈╄╊を. 
〈っか. 8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお さぇきとうおぇ, いぇすけつ-

くうお, ぉっい ゃ/こ. 8-950-20-30-164.
[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• 1-おけきく. おゃ., ′╀‶, 3/5, 35,5/21,5/7, 
おうさこ., ぉぇかおけく, しすっおかけこぇおっす. 8-904-54-
85-867.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., せか. ]すさけうすっかっえ, 
4ぇ, 9/12 ねす., しこ/こさ, おうさこ., 37/17/10, 
ぉけかぬてけえ おけさうょけさ, こけょ つうしすけゃせの, 
1600 す.さ., 8-922-61-19-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇき うかう こけきっくはの 
2-おけきく. おゃ., 2/5, おけきく. ういけかうさ., 
せか. 【うかけゃしおぇは, 22, くぇ 1-おけきく. おゃ. 
し ょけこかぇすけえ, 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., 〈っぇすさぇかぬくぇは, 3, 
2/5, しさけつくけ, すっか. 8-908-90-39-967.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, 8-961-77-17-368.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉ぇこ. ゅぇさぇあ, さぇえけく ╉]『,  6た4, ねか-
ゃけ, はきぇ, 8-904-98-53-988.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇさぇあ, 8-922-20-28-459.
[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-おう, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. 
]けかくっつくにえ, 10 う 14 しけす. こけょ ╇╅], 
8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ こけょ ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ. ╃けき, ぉぇくは, 
かっし, さっおぇ. (343) 348-59-62, 8-904-38-
87-351.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ うかう 1-おけきく. おゃ., 
8-952-74-47-166.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• ╉ゃぇさすうさせ, おけきくぇすせ, ょけき 
(きけかけょぇは しっきぬは), 202-01-41.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ うかう 1-おけきく. おゃ., 
8-952-74-47-166.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÞ
• ╉けきくぇすせ, 8-902-18-86-267.

[╄╉╊┿╋┿

• 2 おけきくぇすに, きっぉっかぬ, 8-950-19-
00-775.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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, 8-908-906-87-58.

[╄╉╊┿╋┿

• 』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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ゅけかぬ. ╃けしすぇゃおぇ. ╁っしに. ╃け-

おせきっくすに. 〈っか. 261-46-56.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいつうおう, さぇいくけさぇぉけつうっ.  
〈っか. 8-950-644-83-73.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すけこかっくうっ, ゃけょけしくぇぉあっくうっ, 
8-902-26-24-760.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すしっゃ, とっぉっくぬ, しおぇかぇ, ょさっし-

ゃぇ, ゅかうくぇ けす こさけういゃけょ., けす 3 ょけ 
12 おせぉ., 8-922-20-59-385, 8-950-
19-30-210.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, けすしっゃ, とっぉっくぬ, くぇゃけい, 
おっさぇきいうす, せゅけかぬ. 〈っか. 8-950-644-
29-25. けす 1 ょけ 3 おせぉ.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす, こけてうゃ てぇこけお. 〉か. ╉さぇし-
くけぇさきっえしおぇは, 4ぇ, 8-905-80-07-341.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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, いぇぉけさに, さってっすおう, 
ゃけさけすぇ, おぇかうすおう. 〈っか. 8-922-
124-88-48.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけ-さぇぉけすに,  しぇくすったくう-

おぇ かのぉけえ しかけあくけしすう, ゃしっ ゃうょに 
さっきけくすくけ-しすさけうすっかぬくにた さぇぉけす, 
8-908-92-28-173.

[╄╉╊┿╋┿

• [せぉおぇ, さっいおぇ う すけおぇさくぇは けぉ-

さぇぉけすおぇ きっすぇかかぇ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
8-922-13-44-416.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀せさっくうっ しおゃぇあうく, 8-908-90-
24-652.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けくすぇあ ねかっおすさうおう, しぇくすった-

くうおう, こけょおかのつ. しすうさ. きぇてうく, 
8-922-21-29-606.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ぇつっしすゃっくくにえ いゃせお, あうゃけえ ゃけ-
おぇか. ]ゃぇょぬぉに, ぉぇくおっすに, のぉう-

かっう. ╆ゃけくうすっ, ょけゅけゃけさうきしは. 〈っか. 
8-908-63-90-444. ╂っくくぇょうえ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╈けゅぇ ╀.╉.]. ┿えっくゅぇさぇ, 8-912-
67-64-198.

[╄╉╊┿╋┿

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

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀, ┲┳┬┯
Ò. 8-922-15-66-550

でí½Üïçí¿▲, 
äÜ¿Üäëóîñä Üö¡ë▲ö▲ú 13,6 ½.  

ゎんげñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó, 
ç▲çÜ£ ½ÜïÜëí

[╄
╉╊

┿╋
┿

′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう

ÏÐÎÄÀÞ
• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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., 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, 
228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇき きけた. 〈っか. 8-922-10-29-642.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに, ょってっゃけ, 
すっか. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀かけおう そせくょ., 2,4 た 0,6 た 0,3, 
17 てす., いぇ 17 す.さ. 8-912-64-18-650.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉すっこかうすっかぬ-きうくこかうすぇ, ぉ/せ, 
140》120た10, ゃ ╀っさっいけゃしおけき, 8-982-
60-02-686 (こけしかっ 18:00).

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

• ╂┿╆っかぬ. 〈っか. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• 》ひくょぇえ ‶けさすっさ, おせいけゃ 3 き.
〈っか. 8-919-37-10-700

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈. 8-912-61-95-777.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂ぇいっかぬ-すっくす. 〈っか. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 〈. 8-905-80-60-066.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 4 き. 8-902-44-93-204.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 4 き. 8-919-38-04-201.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, すっか. 8-912-25-26-641.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけこっさっゃけいおう けす 1 おゅ ょけ 3 す, 
8-922-21-31-317.

[╄╉╊┿╋┿

╂させいけこっさっゃけいおう

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく 
くぇ ょけきせ. 〈っか. 8-902-262-46-22.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
〈っか. 8-922-182-8534, ゅぇさぇくすうは ょけ 1 ゅ.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
〈っか. 8-922-224-02-06.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた, こけしせょけき. 
きぇてうく, ねか.ゃけょけくぇゅさっゃぇす., 8-922-
21-58-427, 8-908-90-34-644.

[╄╉╊┿╋┿

• [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 ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

• ┿おゃぇぇねさけぉうおぇ.  〈っか. 8-912-
600-19-09. ′ぇすぇかぬは.

[╄╉╊┿╋┿

•  ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすこけきけとぬ くぇ ょけきせ. ╉させ-
ゅかけしせすけつくけ. 〈. 8-902-261-5454, 
8-922-129-49-06.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ╉さけかうおけゃ あうゃぬっき う くぇ きはしけ, 
おけきぉうおけさき, 4-89-14, 8-922-61-
02-636.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはす, 8-909-00-86-117.
[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇさぇくぇ う おけいせ, 8-912-24-05-889.
[╄╉╊┿╋┿

• 】っくおけゃ くっきっちおけえ けゃつぇさおう 
(ょっゃ.), 2,5 きっしはちぇ. 8-902-26-15-461.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けさけゃせ (3 けすっかぇ), 8-908-63-71-
262.

[╄╉╊┿╋┿

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

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. 8-908-91-34-165.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 〈っか. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ しせたうっ, おけかけすにっ, 800 
させぉ. 〈っか. 8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ しせたうっ, おけかけすにっ, 
ち. 1000 させぉ. いぇ き3. 〈っか. 8-922-10-75-529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ おけかけすにっ けす 900 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 〈っか. 8-963-85-16-343.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けしおぇ けぉさっいくぇは, ぉさせしけお, 
しさっいおぇ. 8-950-20-30-164.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, ゅけさぉにかぬ. 8-912-25-26-641.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 〈っか: 8-922-21-28-256.
[╄╉╊┿╋┿

• ‶っくけぉかけおう. 8-912-23-87-807.
[╄╉╊┿╋┿

• ]っえそ-ょゃっさう, けす 7500 させぉ., 
8-908-91-22-104.

[╄╉╊┿╋┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 〈っか. 8-904-389-
54-20, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っすぇかかうつ. おぇさおぇし すっこかうちに, 
3た6, くっょけさけゅけ, 8-922-61-94-805, 
4-38-39.

[╄╉╊┿╋┿

• ╄きおけしすぬ 1 き3, 8-922-16-43-329.
[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╂けさくにえ たさせしすぇかぬ, こうさうす う 
ょさ. きうくっさぇかに. 8-961-76-58-634.

[╄╉╊┿╋┿

• 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. 
8-922-21-12-377.

[╄╉╊┿╋┿

• 【おせさおう けくょぇすさに, おせくうちに, 
ぉけぉさぇ う ょさ. 〈っか. 8-922-14-03-888.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 〈っか. 8-912-229-36-37.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 〈. 
8-922-203-88-96.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. ┿ゃすけねゃぇおせぇすけさ.  
8-922-213-13-17.

[╄╉╊┿╋┿

╇とせ さぇぉけすせ
• ぁくっさゅっすうお-きったぇくうお, 8-912-22-
72-745.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ, しぇくすったくうお. 8-953-04-
45-458.

[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

• ╋うくう-しぇょうお, 8-950-65-65-476.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋うくう-しぇょうお, こ. 【うかけゃおぇ, 6 す.さ. ゃ 
きっし. 8-922-15-82-210.

[╄╉╊┿╋┿

ゐ¿íÇÜÑíëó½ çïñê ëÜÑÖ▲ê ó ß¿ó£¡óê, ïÜî. £íàóöÜ  
ó ¢óöñ¿ñú がÜ½í çñöñëíÖÜç, 

äëóÖ　çüóê Üôíïöóñ ç äÜêÜëÜÖíê 

╉《『〈╅ぁ╊╇╅ 
╇しあおけすけちあ [そせつてあせてけせそうけねあ.

¢ñÖí, ï▲Ö, ÑÜôá, £　öá, çÖÜ¡ó

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
〈っこっさぬ ゃに きけあっすっ さぇいきっしすうすぬ ゃ ゅぇいっすっ ぉっしこかぇすくけっ けぉなはゃかっ-

くうっ ゃ しかっょせのとうっ させぉさうおう: すさぇくしこけさす, ぉにすけゃぇは すったくうおぇ, きっ-
ぉっかぬ, ょっすしおけっ, けょっあょぇ, あうゃけすくにっ, いくぇおけきしすゃぇ, けぉきっく-ぉのさけ, 
うとせ さぇぉけすせ, しくうきせ あうかぬっ.  ╁ぇてっ けぉなはゃかっくうっ ぉせょっす くぇこっつぇすぇくけ 

ゃ ぉかうあぇえてうえ つっすゃっさゅ.
╃かは ねすけゅけ ょけしすぇすけつくけ ゃにさっいぇすぬ くぇて おせこけく ゃ しせぉぉけすくっき ゃに-

こせしおっ, いぇこけかくうすぬ っゅけ こっつぇすくにきう ぉせおゃぇきう う こっさっょぇすぬ ゃ かのぉけえ 
おうけしお [けしこっつぇすう (ゅょっ こさけょぇっすしは ╀[) うかう お くぇき ゃ さっょぇおちうの 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.

• [っょぇおちうは くっ くっしっす けすゃっすしすゃっくくけしすぬ いぇ ょけしすけゃっさくけしすぬ こせ-
ぉかうおせっきけえ うくそけさきぇちうう.

• [っょぇおちうは くっ ゅぇさぇくすうさせっす こせぉかうおぇちうの ぉっしこかぇすくにた けぉなはゃ-
かっくうえ.

• ¨ぉなはゃかっくうは こっつぇすぇのすしは ゃ こけさはょおっ うた こけしすせこかっくうは.
• ¨ぉなはゃかっくうは おけききっさつっしおけゅけ たぇさぇおすっさぇ くぇ ぉっしこかぇすくけえ けしくけ-

ゃっ くっ こさうくうきぇのすしは.

┵╉¨】-╈╆╉》′• 
┵ 》 【 ╅ ぇ•  
┥ [ 〉 ‶ ′•  

(こけかうしすうさけか,ぉっすけく)

8-922-164-33-29
づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

ゐ¿íÇÜÑíëó½ çïñê ëÜÑÖ▲ê, ß¿ó£¡óê ó ïÜïñÑñú 
äÜ äÜÑéñ£ÑÜ, äëóÖ　çüóê Üôíïöóñ ç äÜêÜëÜÖíê 

ÖíüñÇÜ ï▲Öí

ぁ╊』[¨╉《╇╅ 
╅しかさつかみ ╇しあおけすけちそうけねあ,
öëíÇóôñï¡ó äÜÇóßüñÇÜ 23 ÖÜ　ßë　 2010 Ç. 

Öí äñüñêÜÑÖÜ½ äñëñêÜÑñ (Ü¿. とëíïÖ▲ê ゎñëÜñç, 3)
äÜ çóÖñ äá　ÖÜÇÜ çÜÑóöñ¿　-Üßóúî▲.

ëÜÑóöñ¿ó
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[╄
╉╊

┿╋
┿

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 

• けぉさっいくぇは -
けす 3000 させぉ.,

くっけぉさっいくぇは ょけしおぇ - 
けす 1500 させぉ. 

• ぉさせし • ぉさせしけお
• ゅけさぉにかぬ • しさっいおぇ

• ゃぇゅけくおぇ
Ò. 8-919-374-12-19

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ
 〈. 8-912-6-9999-18,

8-952-72-83-868

[╄
╉╊

┿╋
┿

どで «ぱずんゎぜんぞ»

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
んぢÜ¿Ö▲ú ïÜî. äí¡ñö, 

äëñÑÜïöíç¿　ñöï　 Üßàñ¢óöóñ.

8-912-24-83-669

ぢづごゎずんぷんぎど 
ぞん づんゐだどば 

äëÜÑíçîÜç 
äëÜÑÜçÜ¿áïöçñÖÖ▲ê öÜçíëÜç.

╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, 
[╄【╄〈╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, 
╉¨╆｠[を╉╇, ╊╄]〈′╇『｠

〈. 8-904-38-95-420
8-952-72-83-868

[╄╉╊┿╋┿

とí¡ äëÜàñ çïñÇÜ ïöíöá ßÜÇíö▲½ ôñ¿Üçñ¡Ü½? ゑÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 ½íÇóôñï¡ó½ó 
äëí¡öó¡í½ó? ゑ▲óÇëíöá ç ¿Üöñëñ0? だö▲ï¡íöá ç Ñí¿ñ¡Üú ïöëíÖñ ëÜÑïöçñÖÖó¡í-
½ó¿¿óíëÑñëí? ぢëÜàñ çïñÇÜ ëí£ßÜÇíöñöá ïÜ «でßñëóÖçñïößíÖ¡Ü½»!

で 11 Ü¡ö　ßë　 2010 ÇÜÑí Ñ¿　 äëóÜ½ÖÜ¢ñÖó　 ïçÜñÇÜ ßÜÇíöïöçí ç▲ ½Ü¢ñöñ 
çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 ÖÜç▲½ ç¡¿íÑÜ½ «ゐÜÇíöñú» Üö «でßñëóÖçñïößíÖ¡í». ÄöÜ ëÜß¿ñç▲ú 
ç¡¿íÑ, ½óÖó½í¿áÖí　 ïÜ½½í ¡ÜöÜëÜÇÜ ïÜïöíç¿　ñö 150 000 ëÜß¿ñú. ぢñëç▲ñ 60 ÑÖñú ç▲ 
½Ü¢ñöñ äÜäÜ¿Ö　öá ç¡¿íÑ ¿0ß▲½ ÜÑÜßÖ▲½ Ñ¿　 çíï ïäÜïÜßÜ½. でÜ½½í äÜäÜ¿ÖñÖóú – 
Üö 10 000 ëÜß¿ñú. ぢëÜîñÖö▲ äÜ ç¡¿íÑÜ Öíôóï¿　0öï　 ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ. ゑ▲ ïí½ó ½Ü¢ñöñ 
ç▲ßëíöá: ßÜÑÜö ¿ó ÜÖó ¡íäóöí¿ó£óëÜçíöáï　 ó¿ó ¢ñ ç▲ä¿íôóçíöáï　 çí½ ¡í¢Ñ▲ú ½ñï　î.

でëÜ¡ ÖíêÜ¢ÑñÖó　 ïëñÑïöç çÜ 
ç¡¿íÑñ でöíç¡í, % ÇÜÑÜç▲ê ç づÜß¿　ê づぱ

91 ÑñÖá 9,00%

181 ÑñÖá 10,00%

ゑ ï¿Üôíñ ÖñçÜïöëñßÜçíÖó　 ç¡¿íÑí äÜ Ü¡ÜÖôíÖóó ïëÜ¡í ñÇÜ Ññúïöçó　, ÑÜÇÜçÜë 
íçöÜ½íöóôñï¡ó äëÜÑ¿　ñöï　 Öí Üï¿Üçó　ê, ÑñúïöçÜ0àóê äÜ ïÜÜöçñöïöçÜ0àñ½Ü öóäÜ 
ç¡¿íÑí Öí ÑñÖá äëÜ¿ÜÖÇíîóó. ぎï¿ó ÑíÖÖ▲ú öóä ç¡¿íÑí Öí ÑñÖá Ü¡ÜÖôíÖó　 ïëÜ¡í ñÇÜ 
Ññúïöçó　 Öñ äëóÖó½íñöï　, äëÜ¿ÜÖÇíîó　 ÜïÜàñïöç¿　ñöï　 Öí Üï¿Üçó　ê ç¡¿íÑí «がÜ 
çÜïöëñßÜçíÖó　».

 ぢëó ÑÜïëÜôÖÜ½ ëíïöÜë¢ñÖóó ç¡¿íÑí ßÜÑÜö Öíôóï¿ñÖ▲ äëÜîñÖö▲ ç £íçóïó½Üïöó Üö 
âí¡öóôñï¡ÜÇÜ ïëÜ¡í Ññúïöçó　 ÑÜÇÜçÜëí:

がÜ 30 ÑÖñú – ïöíç¡í 0,1% ÇÜÑÜç▲ê,

だö 31 ÑÜ 90 ÑÖñú – ïöíç¡í 5%,

だö 91 ÑÜ 180 ÑÖñú – 7%.

ゑ¡¿íÑ «ゐÜÇíöñú» çêÜÑóö ç ¿óÖñú¡Ü ÖÜç▲ê ç¡¿íÑÜç 
«でßñëóÖçñïößíÖ¡í»: 

«ゐÜÇíöñú» •	

«ゑí¢Öí　 äñëïÜÖí» でßñëóÖçñïößíÖ¡í •	

«ぢñÖïóÜÖÖ▲ú VIP» でßñëóÖçñïößíÖ¡í•	

«ぢñÖïóÜÖÖ▲ú» でßñëóÖçñïößíÖ¡í•	

«ばÑÜßÖ▲ñ ÑñÖáÇó» でßñëóÖçñïößíÖ¡í•	

«ぞí¡Üäóöñ¿áÖ▲ú» でßñëóÖçñïößíÖ¡í•	

«ぢëÜïö▲ñ ä¿0ï▲» でßñëóÖçñïößíÖ¡í •	

«ぢÜñêí¿ó!»•	

ぢÜÑëÜßÖññ ï Üï¿Üçó　½ó ëí£½ñàñÖó　 ïëÜôÖ▲ê ßíÖ¡Üçï¡óê ç¡¿íÑÜç ó äëÜîñÖöÖ▲½ó 
ïöíç¡í½ó äÜ Öó½ ç▲ ½Ü¢ñöñ Ü£Öí¡Ü½óöáï　 Öí ïíúöñ ßíÖ¡í www.sberinvestbank.ru ç ëí£Ññ¿ñ 
«が¿　 âó£óôñï¡óê ¿óî» ó¿ó äÜ öñ¿. (34369) 467-67, í öí¡¢ñ ç Üâóïñ ßíÖ¡í äÜ íÑëñïÜ Ç. 
ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. とëíïÖ▲ê ゎñëÜñç, 2Ñ.

げんだ «でßñëóÖçñïößíÖ¡» ずóîñÖ£ó　 ぴゐ づぱ ヽ 1743

«ゐÜÇíöñú» ïÜ «でßñëóÖçñïößíÖ¡Ü½»!

づ
ぎ
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〉おぇいぇくくにっ せしかけゃうは ょっえしすゃうすっかぬくに くぇ きけきっくす ゃにたけょぇ きぇすっさうぇかぇ ゃ こっつぇすぬ.

╀╄[╄╆¨╁]╉╇╈ ╂¨[¨╃]╉¨╈ ¨╉[〉╂
╉¨╋╇〈╄〈 ‶¨ 〉‶[┿╁╊╄′╇ぃ ╇╋〉】╄]〈╁¨╋

〈っぇすさぇかぬくぇは せか., ょ. 9, ╀っさっいけゃしおうえ, 623701.
〈っか. (34369) 4-33-12. 《ぇおし (34369) 4-32-21.

╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け こさけゃっょっくうう すけさゅけゃ くぇ こさぇゃけ ぇさっくょに けぉなっおすけゃ 
きせくうちうこぇかぬくけゅけ くっあうかけゅけ そけくょぇ. 

¨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 623701, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは. 9, すっかっそけく (34369) 

4-32-21, けそうちうぇかぬくにえ しぇえす ゃ しっすう ╇くすっさくっす www.berezovskii.ru, e-mail: 
《けさきぇ すけさゅけゃ: ぇせおちうけく, けすおさにすにえ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う こけ そけさきっ こけょぇつう 

こさっょかけあっくうえ け ちっくっ.
╃ぇすぇ, ゃさっきは う きっしすけ こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ: 23 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ, 15 つぇしけゃ 

きっしすくけゅけ ゃさっきっくう, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, ぇおすけゃにえ いぇか. 
╊けす 1: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こけきっとっくうは こかけとぇょぬの 16,3 おゃ.き, 

さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╋ぇおしうきぇ ╂けさぬおけゅけ, 25. 
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 3928,30  させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお 
ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに 5 かっす. ]せききぇ いぇょぇすおぇ 786させぉ.

╊けす 2: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかにた こけきっとっくうえ わわ36,52 けぉとっえ こかけとぇょぬの 42,5 
おゃ.き, さぇしこけかけあっくくにた こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 【うかけゃしおぇは, 28. ′ぇいくぇつっくうっ 
こけきっとっくうは: ょかは さぇいきっとっくうは ぇこすっおう. ′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ 
こかぇすに 11753,60 させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに 5 かっす. ]せききぇ いぇょぇすおぇ 
2350 させぉ.

╊けす 3: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こけきっとっくうは わ23 こかけとぇょぬの 17,7 おゃ.き, 
さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 7. ′ぇつぇかぬくぇは 
ちっくぇ きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 2513,40  させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお ょけゅけゃけさぇ 
ぇさっくょに 5 かっす. ]せききぇ いぇょぇすおぇ 503 させぉ.

╊けす 4: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こけきっとっくうは わ21 こかけとぇょぬの 18,1 おゃ.き, 
さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: こ. ╋けくっすくにえ, せか. ╉けきしけきけかぬしおぇは, 7. ′ぇつぇかぬくぇは 
ちっくぇ きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 2226,30  させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお ょけゅけゃけさぇ 
ぇさっくょに 5 かっす. ]せききぇ いぇょぇすおぇ 445 させぉ.

╊けす 5: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こけょゃぇかぬくけゅけ こけきっとっくうは けぉとっえ こかけとぇょぬの 
402,8 おゃ.き, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╉けしにた, 5. ′ぇつぇかぬくぇは 
ちっくぇ きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 26987,60 させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお ょけゅけゃけさぇ 
ぇさっくょに 5 かっす. ]せききぇ いぇょぇすおぇ 5398 させぉ.

╊けす 6: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかにた こけょゃぇかぬくにた こけきっとっくうえ わ2,3,22,23,24 けぉとっえ 
こかけとぇょぬの 190 おゃ.き, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ┿くせつうくぇ, 
7 ′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ きっしはつくけえ ぇさっくょくけえ こかぇすに 12920 させぉ. ゃおかのつぇは ′╃]. ]さけお 
ょけゅけゃけさぇ ぇさっくょに 5 かっす. ]せききぇ いぇょぇすおぇ 2584 させぉ.

‶けさはょけお, きっしすけ う しさけお こさっょけしすぇゃかっくうは ょけおせきっくすぇちうう けぉ ぇせおちうけくっ: しけ ょくは 
けこせぉかうおけゃぇくうは ゃ けそうちうぇかぬくけき ういょぇくうう けさゅぇくういぇすけさぇ おけくおせさしぇ う さぇいきっとっくうは 
くぇ けそうちうぇかぬくけき しぇえすっ しけけぉとっくうは け こさけゃっょっくうう ぇせおちうけくぇ くぇ けしくけゃぇくうう 
いぇはゃかっくうは かのぉけゅけ いぇうくすっさっしけゃぇくくけゅけ かうちぇ, こけょぇくくけゅけ ゃ こうしぬきっくくけえ そけさきっ, ゃ 
すっつっくうっ ょゃせた さぇぉけつうた ょくっえ しけ ょくは こけかせつっくうは しけけすゃっすしすゃせのとっゅけ いぇはゃかっくうは こけ 
ぇょさっしせ: 623701, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, お.208. ‶かぇすぇ いぇ こさっょけしすぇゃかっくうっ 
ょけおせきっくすぇちうう くっ ゃいうきぇっすしは. ╃けおせきっくすぇちうは けぉ ぇせおちうけくっ さぇいきっとっくぇ くぇ しぇえすっ しっすう 
╇くすっさくっす www.berezovskii.ru.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ ゃこさぇゃっ けすおぇいぇすぬしは けす こさけゃっょっくうは ぇせおちうけくぇ くっ 
こけいょくっっ, つっき いぇ すさう ょくは ょけ ょぇすに けおけくつぇくうは しさけおぇ こけょぇつう いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ 
ぇせおちうけくっ.

‶けさはょけお, きっしすけ う しさけお こさっょけしすぇゃかっくうは いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ ぇせおちうけくっ: し 09.00 
きっしすくけゅけ ゃさっきっくう 8 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ ょけ 15.00 きっしすくけゅけ ゃさっきっくう 17 ょっおぇぉさは 
2010 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: 623701, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, お. 208, ゃ こけさはょおっ, 
せしすぇくけゃかっくくけき ょけおせきっくすぇちうっえ けぉ ぇせおちうけくっ.

‶さっょしっょぇすっかぬ おけきうすっすぇ: ╃.╁. ]きにてかはっゃづぎとずんぜん

╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け さっいせかぬすぇすぇた すけさゅけゃ 
こけ こさけょぇあっ きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ.

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ: おけきうすっす 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.

╃ぇすぇ こさけゃっょっくうは すけさゅけゃ: 01 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ.
╊けす 1: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ おけすっかぬくけえ, かうすっさ 

1┿,1╀,1╁,1╃,1╄, けぉとっえ こかけとぇょぬの 193,0 おゃ. き う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ 
こけしっかっくうえ し おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 66:35:0218005:205 こかけとぇょぬの 1464 おゃ. き, 
さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ こけょ けぉなっおす こさけきにてかっくくけしすう:  いょぇくうっ おけすっかぬくけえ, 
さぇしこけかけあっくくにえ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ╊せぉはくけえ, せか. 【おけかぬくぇは, 5-┿. 
〈けさゅう こさういくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう し けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ 
すけさゅぇた.

╊けす 2: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ ゅぇさぇあぇ, かうすっさぇ 1, 
けぉとっえ こかけとぇょぬの 238,1 おゃ. き う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ こけしっかっくうえ し 
おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 66:35:0202008:268 こかけとぇょぬの 412 おゃ. き, さぇいさってっくくけっ 
うしこけかぬいけゃぇくうっ こけょ けぉなっおす こさけきにてかっくくけしすう: いょぇくうっ ゅぇさぇあぇ, さぇしこけかけあっくくにえ 
こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ╊けしうくにえ, せか. ̈ かっゅぇ ]けおけかけゃぇ, 2ぇ. 〈けさゅう こさういくぇくに 
くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう し けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた.

╊けす 3: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ しおかぇょぇ, かうすっさぇ 1 けぉとっえ 
こかけとぇょぬの 334,4 おゃ. き, いょぇくうっ たけかけょうかぬくうおぇ, かうすっさに 2┿,2╀,2╁, けぉとっえ こかけとぇょぬの 
161 おゃ.き, う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ こけしっかっくうえ し おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 
66:35:0202008:269 こかけとぇょぬの 4721 おゃ. き, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ: こけょ 
いょぇくうっき しおかぇょぇ う たけかけょうかぬくうおぇ, さぇしこけかけあっくくにえ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 
こ. ╊けしうくにえ, せか. ┿くょさっっゃぇ, 22. 〈けさゅう こさういくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう し 
けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた.

╊けす 4: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ しすけかけゃけえ けぉとっえ こかけとぇょぬの 
237,2 おゃ. き う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ こけしっかっくうえ し おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 
66:35:0218013:26 こかけとぇょぬの 568 おゃ. き, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ こけょ けぉなっおす 
けぉとっこうすぇ: いょぇくうっ しすけかけゃけえ, さぇしこけかけあっくくにえ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. 
¨しすさけゃくけっ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 6-ぉ. 〈けさゅう こさういくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう し 
けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた.

╊けす 5: けぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ ょっすしおうた はしかっえ けぉとっえ 
こかけとぇょぬの 178,8 おゃ. き う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ こけしっかっくうえ し おぇょぇしすさけゃにき 
くけきっさけき 66:35:0218003:42 こかけとぇょぬの 2523 おゃ. き, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ 
こけょ いょぇくうっき ょっすしおうた はしかっえ, さぇしこけかけあっくくにえ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. 
╆っかっくにえ ╃けか, せか. ╋ぇかにてっゃぇ, 3. 〈けさゅう こさういくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう し 
けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた.

¨ぉなっおす くっょゃうあうきけしすう, ゃおかのつぇのとうえ いょぇくうっ ぉぇくう, かうすっさ ┿, けぉとっえ こかけとぇょぬの 
227,0 おゃ. き う いっきっかぬくにえ せつぇしすけお うい いっきっかぬ こけしっかっくうえ し おぇょぇしすさけゃにき くけきっさけき 
66:35:0218013:25 こかけとぇょぬの 1572,0 おゃ. き, さぇいさってっくくけっ うしこけかぬいけゃぇくうっ 
こけょ けぉなっおす ぉにすけゃけゅけ けぉしかせあうゃぇくうは: いょぇくうっ ぉぇくう, さぇしこけかけあっくくにえ こけ 
ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ¨しすさけゃくけっ, せか. ¨おすはぉさぬしおぇは, 2-ぉ. 〈けさゅう こさういくぇくに 
くっしけしすけはゃてうきうしは ゃ しゃはいう し けすしせすしすゃうっき いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた.

づぎとずんぜん

╃けかあくうお – けすおさにすけっ ぇおちうけくっさくけっ けぉとっしすゃけ ╀っさっいけゃしおうえ けこにすくにえ 
いぇゃけょ «ぁくっさゅけちゃっすきっす» (¨╂[′ 1026600667565, ╇′′ 6604001569, ぇょさっし: 
623700, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, ╆ぇこぇょくぇは ‶さけきいけくぇ, 16; 
こさういくぇくけ ぉぇくおさけすけき さってっくうっき ┿さぉうすさぇあくけゅけ しせょぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 
19.02.10 ゅ. こけ ょっかせ わ ┿60-21554/09-]11).

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ – けぉとっしすゃけ し けゅさぇくうつっくくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬの 
«‶さうおぇきしおぇは ぇくすうおさういうしくぇは せこさぇゃかはのとぇは おけきこぇくうは» (╇′′ 5903007817, 
こけつすけゃにえ ぇょさっし: 614095, ゅ. ‶っさきぬ, せか. ╋うさぇ, 45ぇ, けそ. 305; すっか.: (342) 282-19-
20; mazolin@mail.ru).

¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ しけけぉとぇっす, つすけ すけさゅう こけ こさけょぇあっ うきせとっしすゃぇ ょけかあくうおぇ 
ゃ そけさきっ ぇせおちうけくぇ, けすおさにすけゅけ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う こけ そけさきっ こけょぇつう 
こさっょかけあっくうは け ちっくっ, くぇいくぇつっくくにっ くぇ 25.10.10 ゅ., こさういくぇくに くっしけしすけはゃてうきうしは.

╃けゅけゃけさ おせこかう-こさけょぇあう いぇおかのつっく し けぉとっしすゃけき し けゅさぇくうつっくくけえ 
けすゃっすしすゃっくくけしすぬの «┿かぬおせさ» (╇′′/¨╂[′ 6674352641/1106674006328; ぇょさっし 
きっしすぇ くぇたけあょっくうは: 620010, ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. ╉けしぇさっゃぇ, 1╀-25), おぇお し 
っょうくしすゃっくくにき かうちけき, おけすけさけっ ょけこせとっくけ お せつぇしすうの ゃ すけさゅぇた う いぇはゃおぇ おけすけさけゅけ 
しけょっさあぇかぇ こさっょかけあっくうっ け ちっくっ こさっょきっすぇ すけさゅけゃ くっ くうあっ せしすぇくけゃかっくくけえ 
くぇつぇかぬくけえ ちっくに こさけょぇあう, ぇ うきっくくけ: 12 835 911 させぉ. し ′╃].

‶け うきっのとうきしは せ けさゅぇくういぇすけさぇ すけさゅけゃ しゃっょっくうはき いぇうくすっさっしけゃぇくくけしすぬ ¨¨¨ 
«┿かぬおせさ» こけ けすくけてっくうの お ょけかあくうおせ, おさっょうすけさぇき, おけくおせさしくけきせ せこさぇゃかはのとっきせ 
ょけかあくうおぇ けすしせすしすゃせっす. ¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ くっ さぇしこけかぇゅぇっす しゃっょっくうはきう 
けぉ せつぇしすうう ゃ おぇこうすぇかっ ¨¨¨ «┿かぬおせさ» ′‶ «¨┿〉 «┿ゃぇくゅぇさょ»; おけくおせさしくにえ 
せこさぇゃかはのとうえ ょけかあくうおぇ くっ せつぇしすゃせっす ゃ おぇこうすぇかっ ¨¨¨ «┿かぬおせさ».

づぎとずんぜん

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは.  
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╂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 15089 〈うさぇあ 4170 . ̈ ぉなっき 5 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 ╀[｠╊╇′┿ - 4-90-34.
¨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』╇】╄╁┿ - 4-90-34.
╂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 - ╁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.

〉』[╄╃╇〈╄╊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”.

╀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).

[╄╉╊┿╋┿

┤┦┶┲┼┮┲┯┤ 

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 [╄╉╊┿╋┿

づぎとずんぜん

でöÜÑó　 «Сказочный праздник»

ぞÜçÜÇÜÑÖóê  ¡ÜëäÜëíöóçÜç.• 
でçíÑñß, 0ßó¿ññç. • 
がñöï¡óê äëí£ÑÖó¡Üç.• 

8-902-26-60-634, 8-902-27-61-532 づぎとずんぜん

》『《╇╊╉╊〉¨╊:
んëöóïö▲ çïñê 
¢íÖëÜç.

んÑ½óÖóïöëíîó　 ぜだば でだぷ ヽ33 ß¿íÇÜÑíëóö 

‶っしすけゃぇ 
′うおけかぇは ╁かぇょうきうさけゃうつぇ
£í äÜ½Üàá ç ïöëÜóöñ¿áïöçñ 

ïäÜëöóçÖÜú ä¿ÜàíÑ¡ó.
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╃けゃっいっき たけさけてけ, 
]ょっかぇっき ょけしすぇゃおせ 

けす 150 させぉ.
]すせょっくすぇき しおうょおぇ
こけ ╀っさっいけゃしおけきせ

89530092848,
89527372001

╉[〉╂╊¨]〉〈¨』′¨

づぎ
とず

ん
ぜ

ん

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 1750 ë., 870 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 [╄╉╊┿╋┿

んÑ½óÖóïöëíîó　 ó äëÜâ. ¡Ü½-ö 
äÜ£Ñëíç¿　0ö 

¡Ü¿¿ñ¡öóç £íçÜÑí ó çñöñëíÖÜç 
ï がÖñ½ ëÜ¢ÑñÖó　 ばげぢで.

ぐñ¿íñ½ 
ÑÜßëÜÇÜ 

£ÑÜëÜçá　, 
ïôíïöá　 ó

ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　 
çí½ ó çíüó½ 

ïñ½á　½!
╂っくっさぇかぬくにえ ょうさっおすけさ ╁.╁. ]けかけゅせぉけゃ
‶さっょしっょぇすっかぬ こさけそおけきぇ ╇.┿. ╄ゅけさけゃぇ
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〉]〈┿′¨╁╉┿
しこせすくうおけゃけえ ぇくすっくくに

ぉっい ぇぉけくっくすしおけえ こかぇすに.

[╄╋¨′〈 うきこけさすくにた
すっかっゃういけさけゃ くぇ ょけきせ.

〈.: 8-906-804-91-58, 4-50-00
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だゐぺéゑずぎぞごぎ!
9 せそみいちみ 2010 え.

çïñ½ äÜöëñßóöñ¿　½ äëóëÜÑÖÜÇÜ Çí£í 
ä. でöíëÜä▲ü½óÖï¡ ó ä. ぷó¿Üç¡í äëÜïáßí 
äëñ¡ëíöóöá äÜöëñß¿ñÖóñ Çí£í. ゑ ïç　£ó ï 

äëÜçñÑñÖóñ½ ëñ½ÜÖöÖ▲ê ëíßÜö Öí Çí£ÜäëÜçÜÑñ 
çÜ£½Ü¢ÖÜ äëñ¡ëíàñÖóñ äÜÑíôó Çí£í. 

ぎï¿ó äëñ¡ëíöóöï　 äÜÑíôí Çí£í, äñëñ¡ë▲öá çïñ 
¡ëíÖ▲ Öí Çí£Üç▲ê äëóßÜëíê. ぐóöñ¿　½ ôíïöÖÜÇÜ 

ïñ¡öÜëí äñëñ¡ë▲öá ¡ëíÖ▲ Öí ççÜÑñ ç ÑÜ½.

╈《『╈╅′. 【かし. 4-96-34, 4-88-33.
£í¡í£ôó¡ だだだ «づÜïï¡óú がÜ½»
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┨┲┵┶┤┦┮┤ 
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, ┫┩┰┯╃

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

8-906-80-17-706
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