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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
╁けしおさっしっくぬっ, 21 くけはぉさは

ぅしくけ,
ょくひき -10...-6, 

くけつぬの -15...-13
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 1 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 740 きき さす.しす.

‶けくっょっかぬくうお, 22 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, 

くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -7...-5, くけつぬの -17...-15
╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 2 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 732 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 23 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 -10...-8, くけつぬの -15...-13
╁っすっさ のゅけ-いぇこぇょくにえ, 3 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 733 きき さす.しす.
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 ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ 
ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  ДТП

‶ぇきはすくうおう しすぇゃはす くっ すけかぬおけ くぇ おかぇょぉうとぇた

╄あっゅけょくけ, くぇつうくぇは し 2005-ゅけ ゅけょぇ, 
ゃ すさっすぬっ ゃけしおさっしっくぬっ くけはぉさは こけ こさっょかけあっくうの 

╂っくっさぇかぬくけえ ┿ししぇきぉかっう ¨¨′ けすきっつぇっすしは 
╁しっきうさくにえ ょっくぬ こぇきはすう あっさすゃ 

ょけさけあくけ-すさぇくしこけさすくにた こさけうしてっしすゃうえ.
‶け ょぇくくにき ¨¨′, おぇあょにえ ゅけょ ょけさけあくけ-

すさぇくしこけさすくにっ こさけうしてっしすゃうは せくけしはす 
けょうく きうかかうけく 200 すにしはつ あういくっえ. 

╄とひ けす 20 ょけ 50 きうかかうけくけゃ つっかけゃっお 
こけかせつぇのす さぇいかうつくけゅけ さけょぇ すさぇゃきに. ╀けかっっ 50% 

ゃしった しきっさすっかぬくにた うしたけょけゃ ゃしかっょしすゃうっ ょけさけあくけ-
すさぇくしこけさすくにた こさけうしてっしすゃうえ こさうたけょうすしは 

くぇ ゃけいさぇしすくせの ゅさせここせ けす 15 ょけ 44 かっす.
╁ ╀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 し くぇつぇかぇ ねすけゅけ 

ゅけょぇ ゃ ょけさけあくにた ぇゃぇさうはた こけゅうぉ 21 つっかけゃっお.
‶け こさけゅくけいぇき ╁しっきうさくけえ けさゅぇくういぇちうう 

いょさぇゃけけたさぇくっくうは, お 2020 ゅけょせ すさぇゃきぇすういき 
ゃ さっいせかぬすぇすっ ょけさけあくにた ぇゃぇさうえ きけあっす しすぇすぬ 

すさっすぬっえ けしくけゃくけえ こさうつうくけえ ゅうぉっかう うかう せゃっつうえ. 
′ぇゃっさくけっ, しすけうす くぇょ ねすうき いぇょせきぇすぬしは, うくぇつっ 

おけゅょぇ-くうぉせょぬ つっかけゃっつっしすゃけ こけゅうぉくっす こけょ 
おけかひしぇきう けょくけゅけ うい かせつてうた しゃけうた ういけぉさっすっくうえ.

┿ ╃〈‶ ‶[¨╃¨╊╅┿ぃ〈]ぅ...
‶けょゅけすけゃうかぇ ╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿

] 〉〈[┿ ╁ ╉¨╋╄
〉すさけき 19 くけはぉさは ゃ 7:40, おけゅょぇ 

っとひ すっきくけ, こさけういけてかけ しっさぬひい-
くけっ ╃〈‶. ╁けょうすっかぬ くぇ 【っゃさけかっ 
╊ぇつっすすう ったぇか しけ しすけさけくに せかう-
ちに ‶せておうくぇ ゃ しすけさけくせ せかうちに 
╊っくうくぇ. ′っこけしさっょしすゃっくくけ くぇ 
こってったけょくけき こっさったけょっ, ゃ さぇえけ-

くっ 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 1, けく しぉうか 
あっくとうくせ こけあうかけゅけ ゃけいさぇしすぇ. 
╁けょうすっかぬ せすゃっさあょぇっす, つすけ いぇ-
きっすうか こってったけょぇ すけかぬおけ こっさっょ 
くけしけき しゃけっえ きぇてうくに, すぇお おぇお ゃ 
すひきくけっ ゃさっきは しせすけお う ゃ すひきくけえ 
けょっあょっ こけしすさぇょぇゃてぇは しかうかぇしぬ し 
けおさせあぇのとうき こっえいぇあっき.

‶け しかけゃぇき けつっゃうょちっゃ, あっくとう-
くぇ こっさったけょうかぇ こさけっいあせの つぇしすぬ 
こけ こってったけょくけきせ こっさったけょせ, くっ 
くぇさせてぇは こさぇゃうか ょけさけあくけゅけ ょゃう-
あっくうは.

‶っくしうけくっさおぇ ぉにかぇ ょけしすぇゃかっくぇ 
ゃ 『╂╀ し けすおさにすにき こっさっかけきけき かっ-
ゃけえ ゅけかっくう う いぇおさにすけえ つっさっこくけ-
きけいゅけゃけえ すさぇゃきけえ. 

‶けおぇ くっ はしくけ, おすけ ゃうくけゃっく ゃ 
╃〈‶, すぇお おぇお こけしすさぇょぇゃてせの ょけ-
こさけしうすぬ くっゃけいきけあくけ – くぇ ょぇくくにえ 
きけきっくす けくぇ くぇたけょうすしは ゃ おけきっ.

╉けゅょぇ ゃっさしすぇかしは くけきっさ, 
きに こけかせつうかう しけけぉとっくうっ, 
つすけ こけしすさぇょぇゃてぇは ゃ ぇゃぇさうう 
あっくとうくぇ しおけくつぇかぇしぬ, くっ 
こさうたけょは ゃ しけいくぇくうっ.

¨′╇ ′╇╉¨╂╃┿ ′╄ ╁╄[′〉〈]ぅ ╃¨╋¨╈
17 くけはぉさは ゃ こけかけゃうくっ てっ-

しすけゅけ ゃっつっさぇ ぇゃすけぉせし しぉうか ょゃせた 
つっかけゃっお. ╁けょうすっかぬ ぇゃすけぉせしぇ 
‶┿╆-4234 ょゃうゅぇかしは しけ しすけさけくに 
こけしひかおぇ ╆っかひくにえ ╃けか ゃ しすけさけ-
くせ こけしひかおぇ ╊けしうくけゅけ. ¨く さってうか 
けぉけゅくぇすぬ ゃこっさっょう うょせとうえ かっゅおけ-
ゃけえ すさぇくしこけさす. ]ゃけう おけささっおすうゃに 
ゃ ねすせ, こさけしすせの くぇ こっさゃにえ ゃいゅかはょ, 
しうすせぇちうの ゃくっしかう しせきっさおう, おけすけ-
さにっ せあっ せしこっかう けこせしすうすぬしは くぇ 

ゅけさけょ. ╁ せしかけゃうはた けゅさぇくうつっくくけえ 
ゃうょうきけしすう こさう けぉゅけくっ ゃけょうすっかぬ 
ぇゃすけぉせしぇ くっ いぇきっすうか ょゃせた こってっ-
たけょけゃ, ょゃうゅぇゃてうたしは こけ こさけっい-
あっえ つぇしすう, う しぉうか うた. ╂さぇあょぇくおぇ 
]. う ゅさぇあょぇくうく ╆. しおけくつぇかうしぬ くぇ 
きっしすっ.

‶け こさっょゃぇさうすっかぬくけえ けちっくおっ 
こさうつうくけえ ╃〈‶ こけしかせあうかけ くぇさせ-
てっくうっ こさぇゃうか ょけさけあくけゅけ ょゃう-
あっくうは しけ しすけさけくに こってったけょけゃ.

╃╄〈]┿╃¨╁]╉┿ぅ 
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╃ゃぇょちぇすぬ こっさゃけゅけ くけはぉさは きに けすきっつぇっき こさぇいょくうお – ╃っくぬ さぇぉけすくうおぇ くぇかけゅけゃにた けさゅぇくけゃ 
[けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう.

》けすは うしすけさうは しせとっしすゃけゃぇくうは そうしおぇかぬくにた けさゅぇくけゃ しすけかぬ あっ ょさっゃくはは, しおけかぬ う ゃしは うしすけ-
さうは ゅけしせょぇさしすゃっくくけしすう おぇお すぇおけゃけえ, くぇかけゅけゃぇは しかせあぉぇ ゃ [けししうう こけはゃうかぇしぬ しけゃしっき くっ-
ょぇゃくけ, けそうちうぇかぬくけっ ゃゃっょっくうっ こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ こさぇいょくうおぇ くぇかけゅけゃうおけゃ けすくけしうすしは お 
2000 ゅけょせ. ′け せあっ しぇき そぇおす ねすけゅけ こさぇいょくけゃぇくうは ゅけゃけさうす け きくけゅけき. [ぇしすひす いくぇつうきけしすぬ くぇ-
かけゅけゃにた けさゅぇくけゃ ょかは せしこってくけゅけ さぇいゃうすうは ねおけくけきうおう おぇお [けししうう ゃ ちっかけき, すぇお う おぇあょけゅけ 
っひ さっゅうけくぇ. ′け しぇきけっ ゅかぇゃくけっ – ねすけす こさぇいょくうお しゃうょっすっかぬしすゃせっす け ゃけいさけしてっき こけくうきぇくうう 
けぉとっしすゃけき ゃぇあくけしすう くぇかけゅけゃけえ しかせあぉに ゃ さぇきおぇた しそけさきうさけゃぇゃてっゅけしは しけちうぇかぬくけゅけ こぇさ-
すくひさしすゃぇ, ゅょっ さってぇのとせの さけかぬ うゅさぇっす ゃいぇうきくぇは けすゃっすしすゃっくくけしすぬ ゅさぇあょぇく う ゃしった けぉとっ-
しすゃっくくにた うくしすうすせすけゃ ょさせゅ こっさっょ ょさせゅけき. 

′ぇかけゅけゃにっ こけしすせこかっくうは はゃかはのすしは けしくけゃくにき うしすけつくうおけき ょけたけょけゃ ゅけしせょぇさしすゃぇ. ╉けく-
すさけかぬ いぇ こけかくけすけえ う しゃけっゃさっきっくくけしすぬの せこかぇすに ゃしった くぇかけゅけゃ う しぉけさけゃ ゃ ぉのょあっすに – ゅかぇゃ-
くぇは いぇょぇつぇ ょかは くぇかけゅけゃうおけゃ.

′ぇかけゅけゃけえ しかせあぉっ きくけゅけっ こさうてかけしぬ こっさっあうすぬ いぇ ねすう ゅけょに, くけ けょくけ けしすぇひすしは くっうい-
きっくくにき ゃしっゅょぇ: けしくけゃぇ ゃぇてっえ しかせあぉに – ねすけ かのょう, つっしすくけ う ょけぉさけしけゃっしすくけ うしこけかくはのとうっ 
ょけかゅ こっさっょ ゅけしせょぇさしすゃけき, こけくうきぇのとうっ ゃしの ゃぇあくけしすぬ う けすゃっすしすゃっくくけしすぬ ゃけいかけあっくくけえ 
くぇ くうた さぇぉけすに.

′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ きけあくけ し さぇょけしすぬの おけくしすぇすうさけゃぇすぬ すけす そぇおす, つすけ, くっしきけすさは くぇ 
ゃしっ すさせょくけしすう こっさっあうゃぇっきけゅけ しすさぇくけえ こっさったけょくけゅけ こっさうけょぇ, せおさっこかはっすしは すぇおけっ こけくはすうっ, 
おぇお "ょけぉさけしけゃっしすくにえ くぇかけゅけこかぇすっかぬとうお". ╇ しゃはいぇくけ けくけ し つせゃしすゃけき こぇすさうけすういきぇ う かうつ-
くけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう おぇあょけゅけ せゃぇあぇのとっゅけ しっぉは ゅさぇあょぇくうくぇ いぇ しせょぬぉせ しゃけっえ しすさぇくに.

╁ ねすけす ょっくぬ たけつっすしは こけぉかぇゅけょぇさうすぬ ゃしった いぇおけくけこけしかせてくにた くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおけゃ いぇ 
ゃくけしうきにえ うきう ゃおかぇょ ゃ くぇこけかくっくうっ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ おぇいくに.

╅っかぇっき ゃしっき さぇぉけすくうおぇき くぇかけゅけゃけえ しかせあぉに, つすけぉに くぇ ゃぇてっき こせすう ゃしすさっつぇかうしぬ すけかぬおけ 
つっしすくにっ う ょけぉさけこけさはょけつくにっ くぇかけゅけこかぇすっかぬとうおう. ╁っさぬすっ ゃ しっぉは う いくぇえすっ: くぇかけゅけゃにえ 
うくしこっおすけさ – ねすけ いゃせつうす ゅけさょけ!

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

]‶¨[〈

┵┤┰┥┲ ┦ ┥┩┴┩┫┲┦┵┮┲┰ – 
┳┷┶╀ ┰┲┯┲┨┿┹ ┳┲┥┩┨┬┶┩┯┩┭

16 ′¨ぅ╀[ぅ ぉけさぬぉっ しぇきぉけ (しぇきけけぉけさけくぇ ぉっい けさせあうは) うしこけかくうかけしぬ 72 ゅけょぇ. 
]ぇきぉけ – ねすけ くぇて, けすっつっしすゃっくくにえ ゃうょ しこけさすぇ, おけすけさにえ さけょうかしは くぇ させし-

しおけえ いっきかっ う こさうけぉさひか きっあょせくぇさけょくけっ こさういくぇくうっ.
╁ くぇてっき ゅけさけょっ しっおちうは こけ ぉけさぬぉっ しぇきぉけ 

こけはゃうかぇしぬ けおけかけ しけさけおぇ かっす くぇいぇょ. ╆ぇ ねすけ 
ゃさっきは し ょっすぬきう さぇぉけすぇかう すさっくっさに ╀ぇぉおうく 
╁ぇかっさうえ ╁うおすけさけゃうつ, [につおけゃ ╀けさうし ぅおけゃかっ-
ゃうつ, ╀っさしっくっゃ ╂っくくぇょうえ ╇ゃぇくけゃうつ, ぅつきっくっゃ 
╁ぇしうかうえ ╋うたぇえかけゃうつ. ╁ 90-っ ゅけょに さぇぉけすぇ 
しっおちうう ぉにかぇ こさっさゃぇくぇ うい-いぇ くっょけしすぇすおぇ ょっ-
くっあくにた しさっょしすゃ, ぇ しっゅけょくは っひ ょっはすっかぬくけしすぬ 
ゃけいきけあくぇ ぉかぇゅけょぇさは ゅっくっさぇかぬくけきせ しこけくしけ-
させ, ょうさっおすけさせ  ¨¨¨ «╊ぇおけおさぇしけつくにえ いぇゃけょ 
╀さけいねおし» 〈うきうくせ ┿くょさっの ╁かぇょうきうさけゃうつせ.

– ┿くょさっえ ╁かぇょうきうさけゃうつ, しおぇあうすっ, 
こけあぇかせえしすぇ, こけつっきせ ╁に さってうかう けおぇ-
いぇすぬ こけょょっさあおせ うきっくくけ ねすけきせ ゃうょせ 
しこけさすぇ?

– ╃っかけ ゃ すけき, つすけ しけちうぇかぬくぇは こけかうすうおぇ 
ゅさせここに おけきこぇくうえ BROZEX こさっょこけかぇゅぇっす 
こけょょっさあおせ ょっすしおけゅけ しこけさすぇ. ′ぇき ゃぇあくけ, 
つすけぉに ょっすう う きけかけょひあぬ ╀っさひいけゃしおけゅけ くっ 
しかけくはかうしぬ ぉっい ょっかぇ こけ せかうちぇき, ぇ いぇくうきぇ-
かうしぬ そういおせかぬすせさけえ う しこけさすけき. ‶けねすけきせ う 
ぉにか しけいょぇく しこけさすうゃくにえ おかせぉ «BROZEX», 
ぇ くぇ っゅけ ぉぇいっ けすょっかっくうっ っょうくけぉけさしすゃ – 
«╋っょゃっょぬ-╀さけいねおし».  ╉さけきっ しぇきぉけ きに けおぇ-
いにゃぇっき そうくぇくしけゃせの こけょょっさあおせ さぇいゃうすうの 
そせすぉけかぇ, ぉぇしおっすぉけかぇ, ょあうせ-ょあうすしせ う ぇえ-
おうょけ.  ′け うきっくくけ しぇきぉけ はゃかはっすしは こさうけさう-
すっすくにき くぇちうけくぇかぬくにき ゃうょけき しこけさすぇ, ねすけ 
しこけさす きせあっしすゃっくくにた, しこけさす, おけすけさにえ ゃけし-
こうすにゃぇっす たぇさぇおすっさ. ╇ょっけかけゅうは しぇきぉけ – ねすけ 
うょっけかけゅうは こけぉっょうすっかは, しうかぬくけゅけ う ょけぉさけゅけ 
つっかけゃっおぇ. ‶けねすけきせ こさうけさうすっす ゃ こさけゅさぇききっ 
しけちうぇかぬくけゅけ そうくぇくしうさけゃぇくうは   ¨¨¨ «╊ぇ-
おけおさぇしけつくにえ いぇゃけょ ╀さけいねおし» けすょぇひす うきっく-
くけ しぇきぉけ. 

– ┿ こさぇゃょぇ かう, つすけ ╁に すけあっ いぇくうきぇ-
かうしぬ しぇきぉけ?

– ぅ いぇくうきぇかしは しぇきぉけ ゃけ ゃさっきは せつひぉに ゃ 
ておけかっ.  ╋くっ くっけょくけおさぇすくけ こさうたけょうかけしぬ 
こさっょしすぇゃかはすぬ ]ゃっさょかけゃしおせの けぉかぇしすぬ くぇ 
つっきこうけくぇすぇた [けししうう. ╉さけきっ すけゅけ, こけしかっ 
しかせあぉに ゃ ぇさきうう は いぇくうきぇかしは すさっくっさしおけえ 

ょっはすっかぬくけしすぬの. ぅ せゃっさっく, つすけ ぉけさぬぉぇ しぇき-
ぉけ こけかけあうすっかぬくけ こけゃかうはかぇ くぇ そけさきうさけ-
ゃぇくうっ きけっゅけ たぇさぇおすっさぇ. ┿ っとひ ゃ しっおちうう  は 
ゃしすさっすうか くぇしすけはとうた ょさせいっえ. ╁きっしすっ し くうきう 
きに う こけょょっさあぇかう こさけゅさぇききせ ゃけいさけあょっくうは 
う しすぇくけゃかっくうは しぇきぉけ ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおけき. ぁすけ 
╁けさけすくうおけゃ ╃きうすさうえ, ぅつきっくっゃ ╁ぇしうかうえ, 
‶っさゃせたうく ┿かっおしぇくょさ, ′せさきせたぇきっすけゃ 《うさぇす, 
╃ぇゃにょけゃ ┿くょさっえ, 〈うきうく ┿かっおしぇくょさ. ╁っしけ-
きせの こけょょっさあおせ ゃ しすぇくけゃかっくうう う さぇいゃうすうう 
しぇきぉけ けおぇいぇかう すぇおあっ ぇょきうくうしすさぇちうは ゅけさけ-
ょぇ う させおけゃけょしすゃけ ]¨╉ «╊うょっさ».

– ┿くょさっえ ╁かぇょうきうさけゃうつ, ぇ おぇおうっ 
おけくおさっすくけ きっさけこさうはすうは こさけゃっょっくに 
╁ぇきう ゃ さぇきおぇた ‶さけゅさぇききに ゃけいさけあ-
ょっくうは う さぇいゃうすうは しぇきぉけ ゃ ゅ. ╀っさひ-
いけゃしおけき?

– ╁ ]¨╉ «╊うょっさ» こけしすさけっく おけきそけさすぇ-
ぉっかぬくにえ いぇか ょかは すさっくうさけゃけお. ╆ぇか けぉけさせ-
ょけゃぇく しうかけゃにきう すさっくぇあひさぇきう, ぉっゅけゃけえ ょけ-
さけあおけえ, すぇすぇきう. ╆ぇか ょけゃけかぬくけ ぉけかぬてけえ う 
しゃっすかにえ, っしすぬ せょけぉくにっ さぇいょっゃぇかおう, ょせてっ-
ゃにっ う そうくしおぇは しぇせくぇ. ‶けょけぉさぇくに う しけょっさ-
あぇすしは くぇきう こさけそっししうけくぇかぬくにっ すさっくっさに, ゃ 
つうしかっ おけすけさにた  けぉかぇょぇすっかぬ ╉せぉおぇ ╋うさぇ こけ 
しぇきぉけ ┿さぇすのくはく ╁.ぃ. う けこにすくにえ すさっくっさ 
ぅつきっくっゃ ╁.╋.

– ╉ぇおけゃに, くぇ ╁ぇて ゃいゅかはょ, こっさしこっおすう-
ゃに さぇいゃうすうは しぇきぉけ ゃ くぇてっき ゅけさけょっ?

– ′ぇてぇ けしくけゃくぇは いぇょぇつぇ – こさうゃかっつぬ ゃ 
しこけさす おぇお きけあくけ ぉけかぬてっ ょっすっえ. ╋に たけすうき 
ゃけしこうすぇすぬ ゃ ╀っさひいけゃしおけき しうかぬくけっ う いょけ-
さけゃけっ こけおけかっくうっ きけかけょにた こけぉっょうすっかっえ. 
┿ しすぇくせす かう けくう つっきこうけくぇきう – くぇき くっ すぇお  
ゃぇあくけ. ╂けすけゃうすぬ つっきこうけくけゃ – こさっさけゅぇすうゃぇ 
う いぇょぇつぇ すさっくっさけゃ. ╋に あっ, ゃ しゃけの けつっさっょぬ, 
こかぇくうさせっき  そうくぇくしうさけゃぇすぬ ねすけす ゃぇあくにえ 
しけちうぇかぬくにえ こさけっおす う ょぇかぬてっ. ╁ いぇおかのつっ-
くうっ, こけかぬいせはしぬ しかせつぇっき, たけつせ こけいょさぇゃうすぬ し 
ゅけょけゃとうくけえ しぇきぉけ きけうた すさっくっさけゃ, ょさせいっえ 
う ゃしった ぉっさっいけゃつぇく, うきっのとうた けすくけてっくうっ お 
ねすけきせ いぇきっつぇすっかぬくけきせ ゃうょせ しこけさすぇ.

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

╊╄] [〉╀ぅ〈 – 】╄‶╉╇ ╊╄〈ぅ〈

╆ぇ かっしたけいけき, ゃょけかぬ ょけさけゅう くぇ «╆¨[╇», こさけおかぇょにゃぇのす くうすおせ ゅぇいけこさけゃけょぇ, 
こさうつひき, し ゃにさせぉおけえ かっしぇ. 〈っこっさぬ こけゃしのょせ ゃぇかはのすしは ょっさっゃぬは, おぇさすうくぇ ぉっい-
けぉさぇいくぇは. ′け ょっかけ くっ すけかぬおけ ゃ おさぇしけすっ: しっえつぇし けしすぇくせすしは くぇ いっきかっ たかにしすに, 
しせつぬは, しおけさけ うた いぇゃぇかうす しくっゅけき, ぇ ゃっしくけえ ねすけ せあっ ぉせょっす すけこかうゃけ ょかは こけ-
あぇさぇ. ╋ぇかけ せ くぇし くにくってくうき かっすけき こけゅうぉかけ かっしぇ, くぇょけ しけぉしすゃっくくけさせつくけ 
こさけゃけちうさけゃぇすぬ ぉせょせとせの ぉっょせ… 

╂っくくぇょうえ ╉けゃさにゅうく, ぉにゃてうえ うくあっくっさ けたさぇくに う いぇとうすに かっしぇ

╉ぇお くぇき しけけぉとうかう ゃ おけきうすっすっ こけ 
ぇさたうすっおすせさっ, ゅぇいけこさけゃけょ こけえょひす お 
ょっしはすうねすぇあくけきせ ょけきせ, いぇしすさけえとうおけき 
おけすけさけゅけ ゃにしすせこぇっす «╀っさひいけゃしおしすさけえ-
うくゃっしす». ╁しっ ょけおせきっくすに くぇ こさけゃっょっ-
くうっ さぇぉけす せ けさゅぇくういぇちうう ゃ こけさはょおっ. 
′ぇ くぇてせ こさけしぬぉせ こさけおけききっくすうさけゃぇすぬ 
しうすせぇちうの, しかけあうゃてせのしは し ゃにさせぉおけえ 
かっしぇ ゃ つっさすっ ゅけさけょぇ, ょうさっおすけさ こけ 

そうくぇくしぇき «╀っさひいけゃしおしすさけえうくゃっしすぇ» 
′. ╆ぇきぇさぇっゃぇ こけょすゃっさょうかぇ, つすけ こさけ-
おかぇょおぇ ゅぇいけこさけゃけょぇ っとひ くっ いぇゃっさてっ-
くぇ, くけ いっかひくにっ くぇしぇあょっくうは せあっ くっ 
させぉはす. ‶けしかっ けおけくつぇくうは ゃしった さぇぉけす 
ょっさっゃぬは, けすたけょに, ぉっいせしかけゃくけ, ぉせょせす 
せぉさぇくに, ぇ こけさはょけお くぇ すっささうすけさうう くぇ-
ゃっょひく. «╅うすっかはき ぉっしこけおけうすぬしは くっ け 
つっき», – いぇゃっさうかぇ ′ぇすぇかぬは ぃさぬっゃくぇ.

‶¨╃‶╇]╉┿–2011
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ぁ╉]╉╊ぃ╆╇╁
′¨╁¨╂¨╃′╇╄ ]ぃ[‶[╇╆｠ ¨〈 ╇╂¨[ぅ ╉┿[‶¨╁┿
╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁
』すけ しっえつぇし こさけうしたけょうす ゃ ぇょきうくう-

しすさぇちうう ゅけさけょぇ, つっき いぇくはすぇ こさっあくはは, 
くっ せてっょてぇは くうおせょぇ おけきぇくょぇ, «ゃさっきっく-
くけっ こさぇゃうすっかぬしすゃけ» ╀っさひいけゃしおけゅけ? ¨ぉ  
けしくけゃくにた くぇこさぇゃかっくうはた さぇぉけすに さぇししおぇ-
いぇか くぇてっえ ゅぇいっすっ うしこけかくはのとうえ けぉはいぇく-
くけしすう ゅかぇゃに ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ ╇ゅけさぬ 
╉ぇさこけゃ.

╋に さぇぉけすぇっき ゃ てすぇすくけき さっあうきっ, ゃしっ 
こさけっおすに, くぇきっつっくくにっ さぇくっっ, こさけょけか-
あぇのす ゃにこけかくはすぬしは. ╉けくっち ゅけょぇ, おぇお 
ゃしっゅょぇ, けすかうつぇっすしは くぇこさはあひくくけえ こけょ-
ゅけすけゃおけえ お ゅけょせ ぉせょせとっきせ. ╇ けょくけえ 
うい けしくけゃくにた いぇょぇつ しけゃきっしすくけ し ょせきけえ, 
おけくっつくけ あっ, はゃかはっすしは こけょゅけすけゃおぇ お 
せすゃっさあょっくうの ぉのょあっすぇ-2011. ╆ぇおけくつっ-
くぇ さぇぉけすぇ こけ こさうくはすうの しすぇゃけお くぇかけ-
ゅけゃ, こっさっつうしかはっきにた ゃ きっしすくにえ ぉのょあっす. 
]こってせ しさぇいせ あっ けぉさぇょけゃぇすぬ ゅけさけあぇく: 
くう いっきっかぬくにえ くぇかけゅ, くう くぇかけゅ くぇ うきせ-
とっしすゃけ そういうつっしおうた かうち, せゃっかうつうゃぇすぬしは 
くっ ぉせょせす. ′っぉけかぬてうっ おけささっおすうさけゃおう 
ゃけいきけあくに こけ ╄′╁╃.  

╉ぇお ゃしっゅょぇ, くぇ 〈けさゅけゃけえ こかけとぇょう ゃけい-
ょゃうゅくっすしは しくっあくにえ ゅけさけょけお. 〈っこっさぬ ひかおぇ 
ぉせょっす しすけはすぬ こけしっさっょうくっ こかけとぇょう, ゃけおさせゅ 
くっひ – おぇすけお う しくっあくにっ そうゅせさに.  ‶かぇくうさせ-
っすしは さっきけくす しすぇさにた う きけくすぇあ くけゃにた くけゃけ-
ゅけょくうた きけすうゃけゃ こけ せかうちぇき 〈っぇすさぇかぬくけえ う 
]すさけうすっかっえ. 

 ┿ かのぉうすっかっえ いうきくっゅけ ねおしすさうきぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうは しけぉうさぇっすしは けぉさぇょけゃぇすぬ くけゃけえ 
かっょはくけえ ゅけさおけえ-すさぇくしそけさきっさけき. ╃かは くぇ-
つぇかぇ ぉせょっす こさうけぉさっすっくぇ ゅけさおぇ ゃにしけすけえ 

すさう きっすさぇ しけさけお しぇくすうきっすさけゃ, ゃ ょぇかぬ-
くっえてっき しきけくすうさせのす う こはすうきっすさけゃせの 
しっおちうの. 

 ╁ ょっかっ いうきくっゅけ せおさぇてっくうは さけょくけゅけ 
ゅけさけょぇ きに くぇょっっきしは う くぇ こけきけとぬ ねくすせ-
いうぇしすけゃ くけゃけゅけ こさけっおすぇ «『ゃっすせとうえ ゅけさけょ 
いうきけえ». ]かっこうすぬ しくっゅけゃうおぇ せ おぇあょけゅけ 
こけょなっいょぇ, いぇかうすぬ させししおせの ゅけさおせ ゃ おぇあょけき 
ょゃけさっ, くぇそぇくすぇいうさけゃぇすぬ しくっあくせの おけき-
こけいうちうの こっさっょ  ゃたけょけき ゃ けさゅぇくういぇちうの 
– ねすけ ゃっょぬ くっ すぇお せあ すさせょくけ う いぇすさぇすくけ.  
╉けくっつくけ, きくけゅけっ いぇゃうしうす けす ゅけさけあぇく. ╋け-
あっす ぉにすぬ, ゃ こっさゃにえ ゅけょ こさけゃっょっくうは ねすけゅけ 
おけくおせさしぇ せつぇしすくうおけゃ ぉせょっす きぇかけ, くけ かうたぇ 
ぉっょぇ くぇつぇかけ.

╇ゅけさぬ ╁かぇょうきうさけゃうつ けしゃっすうか っとひ くっきぇ-
かけ ゃけこさけしけゃ, しすけはとうた こっさっょ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうっえ, くけ け くうた, いぇ くっょけしすぇすおけき ゅぇいっすくけゅけ 
こさけしすさぇくしすゃぇ, きに さぇししおぇあっき ゃ しかっょせのとうえ 
つっすゃっさゅ. ¨ つひき あっ ゃに, せゃぇあぇっきにっ つうすぇすっ-
かう, せいくぇっすっ 25 くけはぉさは?

1. ╉ぇお ういきっくうすしは 〈さけこぇ いょけさけゃぬは?
2. ]きけゅせす かう ょっすう けすょけたくせすぬ かっすけき ゃ こうけ-

くっさかぇゅっさっ?
3. ╀せょせす かう, くぇおけくっち, つうしすうすぬ けす しくっゅぇ くっ 

すけかぬおけ ょけさけゅう, くけ う すさけすせぇさに?
4. ‶さけょけかあうすしは かう ゃ 2011 ゅけょせ しけゃきっしす-

くにえ こさけっおす ぇょきうくうしすさぇちうう ゅけさけょぇ う くぇてっえ 
ゅぇいっすに «╆ぇおぇあう しっぉっ すさけすせぇさ»?

5. ╀せょせす かう ょっくぬゅう くぇ けつっさっょくけえ ねすぇこ おぇ-
こさっきけくすけゃ あうかうとくけゅけ そけくょぇ?

6. ╇, くぇおけくっち, おぇお ぇょきうくうしすさぇちうは 
ゅけすけゃうすしは お ゃにぉけさぇき くけゃけゅけ ゅさぇょけくぇ-
つぇかぬくうおぇ?

ÄöÜ 　, äÜôöí¿áÜÖ ぢñô-
ÄöÜ 　, äÜôöí¿áÜÖ ぢñô-

でóÑó½ öÜö, ½Ü-
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╅╇╆′を, ╉┿╉┿ぅ ¨′┿ ╄]〈を

ÍÀ ÄÍÅ
«╁]ぅ╉ ‶¨-]╁¨╄╋〉 ╅╇╆′を 〈╄[‶╇〈», – 
]╄〈¨╁┿╊ ╂╄[¨╈ ╂¨[を╉¨╁]╉¨╈ ‶を╄]｠ 

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

┿╉〈┱[, ╊せおぇ う ]ぇすうく, ╉ゃぇてくは, ╀せぉくけゃ う ╀ぇさけく. ╉ぇいぇかけしぬ ぉに, ゅけさぬおけゃしおうた 
ぉけしはおけゃ うい くけつかっあおう ょけかあくぇ ぉにかぇ せくっしすう ゃ くっぉにすうっ さっおぇ ゃさっきっくう. ′け, 

せょうゃうすっかぬくけっ ょっかけ: しちっくぇ あういくう こっさっしすさけっくぇ, ぇ  ゅっさけう こぬっしに «′ぇ ょくっ» うゅさぇのす 
くぇ くっえ こけ しうの こけさせ. 〈けかぬおけ いさうすっかっえ ゃ いぇかっ きぇかけゃぇすけ: しっゅけょくは くぇし せゃかっおぇのす 
うくにっ ょさぇきぇすうつっしおうっ しのあっすに. ╇ しかにてうす かう おすけ-すけ ういゃっつくせの しぇすうくしおせの そさぇいせ: 
«』っかけゃっお さけあょぇっすしは ょかは かせつてっゅけ»?

╁]┱ ¨╃′¨ – 
╉┿╆┱′′｠╈ ╃¨╋

¨すょっかっくうっ ゃさっきっくくけゅけ こさけあうゃぇくうは 
ゅさぇあょぇく こけあうかけゅけ ゃけいさぇしすぇ う うくゃぇかうょけゃ  
そせくおちうけくうさせっす ゃ ╋けくっすくけき し 2005-ゅけ. ′ぇ-
こけきくうき, つすけ っとひ 1997-き こさう ╋けくっすくうくしおけえ 
ぉけかぬくうちっ  ゅけさけょ けすおさにか きっょうおけ-しけちうぇかぬくけっ 
けすょっかっくうっ, おけすけさけっ こさけしすけ う きうかけ くぇいにゃぇ-
かう ゅっさけくすけかけゅうっえ. 〈ぇき こけ こけかゅけょぇ けぉうすぇかう 
ょけきぇてくうっ, ゃ けしくけゃくけき こけしっかおけゃにっ, ぉぇぉおう 
う ょっょおう: さぇいさせゅぇゃてうしぬ しけ しゃけうきう くっこせすひ-
ゃにきう つぇょぇきう, けくう せたけょうかう けすょけたくせすぬ けす 
くうた ゃ おぇいひくくにえ ょけき. ‶けすけき くぇしすせこぇかけ こさう-
きうさっくうっ, う さけょうすっかう ゃけいゃさぇとぇかうしぬ ゃ さけょ-

くにっ しすっくに. ′っおけすけさにっ しすぇさせておう, しけぉさぇゃ し 
けゅけさけょぇ せさけあぇえ, こさうたけょうかう しのょぇ こっさっいう-
きけゃぇすぬ. 〉こさっおぇすぬ うた いぇ たうすさけしすぬ くっ こけゃけ-
さぇつうゃぇかしは はいにお: ゃ ういぉっ こっつぬ くぇょけ すけこうすぬ, 
しくっゅ ゃけ ょゃけさっ せぉうさぇすぬ, ょぇ う すけしおかうゃけ けょくけえ 
こけょ ゃけえ ゃぬのゅう おけさけすぇすぬ ょけかゅうっ ゃっつっさぇ. ┿ 
すぇお いぇ くっしおけかぬおけ きっしはちっゃ きけあくけ ぉにかけ ゃ 
ゅっさけくすけかけゅうう う いょけさけゃぬっ きぇかっくぬおけ こけこさぇ-
ゃうすぬ, う こっくしうの しねおけくけきうすぬ. 』っすにさっ ゅけょぇ 
くぇいぇょ けすょっかっくうっ ぉかぇゅけこけかせつくけ けすょぇかう けぉ-
かぇしすう, う しすぇかけ けくけ こさうのすけき ょかは こけこぇゃてうた 
ゃ すさせょくせの あういくっくくせの しうすせぇちうの, – かのょっえ 
うい さぇいくにた ゅけさけょけゃ う ゃっしっえ ぉっい けこさっょっかひく-
くけゅけ きっしすぇ あうすっかぬしすゃぇ, ぉっい ょけおせきっくすけゃ, 
いょけさけゃぬは, しっきぬう う しきにしかぇ しせとっしすゃけゃぇくうは. 
¨ すぇおうた たけいはうく くけつかっあおう ゅけゃぇさうゃぇか: «]すぇ-
かけ ぉにすぬ, けく ぉさけょはゅぇ… ぉっしこけかっいくにえ つっかけ-
ゃっお». ′け おぇお あうゃけっ う さぇいせきくけっ しせとっしすゃけ 
しすぇくけゃうすしは ぉっしこけかっいくにき: けす しけぉしすゃっくくけゅけ 
きぇかけょせてうは うかう ぉっいさぇいかうつうは けぉとっしすゃぇ, 
ゅっくに こうてせす くぇき しせょぬぉせ, うかう きに しぇきう っひ 
すゃけさうき?   

╇╆ ╉′ぅ╆╄╈ – ╁ ╂[ぅ╆╇
╁うおすけさ ┿さおぇょぬっゃうつ ╊のぉけきせょさけゃ, 67-

かっすくうえ っおぇすっさうくぉせさあっち し ぉかぇゅけけぉさぇいくけえ 
ぉけさけょけえ, きけかつぇ う けつっくぬ ゃくうきぇすっかぬくけ 
しきけすさうす すっかっゃういけさ ゃ ゅけしすっゃけえ おけきくぇすっ. 
¨く – つっかけゃっお ぉっい こさけてかけゅけ: し ぇきくっいうっえ 
っゅけ こけょけぉさぇかう くぇ けょくけえ うい せかうち ぉけかぬてけ-
ゅけ ゅけさけょぇ. ╁ けすょっかっくうう きせあつうくせ し ぉっし-
しきにしかっくくにき ゃいゅかはょけき けすきにかう, こけょしすさうゅ-
かう, くぇせつうかう… っしすぬ う たけょうすぬ ゃ すせぇかっす: ゃ 
こっさゃにっ ょくう けく すせこけ しきけすさっか くぇ すぇさっかおせ し 
っょけえ, くっ こけくうきぇは, つすけ し くっえ ょっかぇすぬ. ‶ぇ-
きはすぬ せ ぉけきあぇ くっ ゃけししすぇくぇゃかうゃぇっすしは せあっ 
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, つすけぉに 
ゃっさくせすぬ っゅけ ゃ くぇしすけはとっっ, こけょおかのつうかう 
しぇきにっ さぇいくにっ しかせあぉに: こけしおけかぬおせ すっかけ 
╁うおすけさぇ ┿さおぇょぬっゃうつぇ ゃしひ ゃ くぇおけかおぇた, 
さってうかう こさけゃっしすう ょぇおすうかけしおけこうの, ゃけい-
きけあくけ, けくぇ こさけかぬひす おぇおけえ-すけ しゃっす くぇ ねすせ 
すひきくせの うしすけさうの.

– ╁うおすけさぇ きに かのぉうき う あぇかっっき, – さぇし-
しおぇいにゃぇっす いぇゃっょせのとぇは けすょっかっくうっき ┿くすけ-
くうくぇ ‶ぇゃかけゃくぇ ‶っさてうくぇ. – ╉ぇおぇは あょひす 
っゅけ しせょぬぉぇ? ╂けすけゃうき ょけおせきっくすに くぇ こっさっ-
ゃけょ ゃ こしうたけくっゃさけかけゅうつっしおうえ うくすっさくぇす. 
╃ぇ きに ぉに う せ しっぉは すうたけゅけ ぉっょけかぇゅせ けしすぇ-
ゃうかう, くけ っきせ くせあくけ かっつっくうっ う おぇおけっ-すけ 
きっしすけ あうすっかぬしすゃぇ.

]おけさけ せっょっす ゃ うくすっさくぇす う ╂っくくぇょうえ 
′うおけかぇっゃうつ ╉けさのおけゃ, つすけ こさうおけさくせか くぇ 
ょうゃぇくつうおっ こっさっょ すっかっゃういけさけき: せ きせあつう-
くに かっす てっしすうょっしはすう けすきけさけあっくに くけゅう う 
させおう – ょけぉけきあっゃぇかしは. ‶さうょっかぇか お おせかぬ-
すはき おぇおうっ-すけ ょけとっつおう う ゅせかはっす ゃ くうた こけ 
╋けくっすくけきせ, いぇけょくけ  つうくぇさうおう こけょぉうさぇっす 

くぇ けぉけつうくっ ょけさけゅう, こせしすにっ ぉせすにかおう しせひす 
ゃ おぇさきぇくに: こさうゃにつおぇ! ‶け しすぇすうしすうおっ, 
すけかぬおけ けす ょゃせた ょけ しっきくぇょちぇすう こさけちっくすけゃ 
ぉけきあっえ しけちうぇかういうさせのすしは ゃ けぉとっしすゃっ.  

′ぇ ゃけこさけし, しおけかぬおけ ゃぇき かっす, ╁ぇかっさうえ 
‶かっておけゃ けすゃっつぇっす くっ しさぇいせ: 

– 〈ぇお し しけさけおけゃけゅけ ゅけょぇ は.
╃かは 70-かっすくっゅけ つっかけゃっおぇ, こさけゃっょてっゅけ くぇ 

かっしけこけゃぇかっ 34 ゅけょぇ, こけしすけはかっち ょゃせたきっしす-
くけえ こぇかぇすに ゃにゅかはょうす ょぇあっ ぉけょさはつおけき – くう 
しっょうくに, くう ゅかせぉけおうた きけさとうく. ′け しせょぬぉぇ 
くぇおぇいぇかぇ っゅけ ぇきこせすぇちうっえ くけゅう, う すっこっさぬ 
╁ぇかっさうえ こっさっょゃうゅぇっすしは くぇ うくゃぇかうょくけえ おけ-
かはしおっ. 

– ぅ ゃっょぬ う しぇくすったくうお, う しゃぇさとうお, くけ ぉっい 
くけゅう ょぇかっおけ くっ せえょひてぬ. 〉 きっくは ゃ ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅっ あうゃせす ぉさぇす う しっしすさぇ. ¨くう こさけ きけの 
ぉっょせ くっ しかにてぇかう, いくぇ-
かう ぉに – けぉはいぇすっかぬくけ 
こさうったぇかう くぇゃっしすうすぬ!

┿くすけくうくぇ ‶ぇゃかけゃくぇ 
けすさっいゃかはっす そぇくすぇ-
いひさぇ: こうしぇかう すゃけうき 
さけょしすゃっくくうおぇき, くけ 
けくう こさっょこけつうすぇのす うゅ-
くけさうさけゃぇすぬ こさけこぇとっ-
ゅけ ぉさぇすちぇ, しけぉしすゃっく-
くにた こさけぉかっき たゃぇすぇっす. 
╉ぇお きぇかにっ ょっすう, ぉけき-
あう しけつうくはのす しゃけう 
ぉうけゅさぇそうう, おかはくせす 
しせょぬぉせ-いかけょっえおせ う 
きっつすぇのす け つせょっ ゃ 
ゃうょっ すひこかけゅけ ょけきぇ, 
こうさけゅけゃ, うしこっつひくくにた 
かぇしおけゃけえ, こけしかせてくけえ 
あひくせておけえ. 

╇しすけさうえ いょっしぬ くぇ-
しかせてぇってぬしは – けょくぇ 
おさせつっ ょさせゅけえ. 27-
かっすくうえ ]っさゅっえ 〈ぇさぇ-
おぇくけゃ ぉにか こけたけあ くぇ 
おうくけぇおすひさぇ: おさぇしぇ-

ゃっち, ゃ ぉうぉかうけすっおっ 
ぉさぇか ¨ゃうょうは う きっつ-
すぇか ういせつぇすぬ かぇすにくぬ. 
╀っいくけゅけきせ こぇさくの, 
こけかせつうゃてっきせ おかうつ-
おせ «こさけそっししけさ», 
しょっかぇかう こさけすっいに, 
う ゃ けょうく こさっおさぇし-
くにえ ょっくぬ けく しぉっあぇか 
うい こさうのすぇ. ‶けすけき 
]っさひゅせ くぇてかう こけ-
しかっ ょけかゅけゅけ いぇこけは, 
ゃっさくせかう, けすきにかう, 
こさうゃっかう ゃ つせゃしすゃけ, 
くけ ょせた しゃけぉけょに ゃしひ 
いゃぇか っゅけ ゃ ょぇかぬくうっ 
ょぇかう. ╁ こけしかっょくうえ 
さぇい こさうっいあぇか いぇ 
こっくしうっえ くぇ すぇおしう 
ゃ しけこさけゃけあょっくうう 
ぉさぇすおけゃ, しけけぉとうか, 
つすけ さぇぉけすぇっす. ╉っき う 
おぇお, ぉにかけ くっすさせょくけ 
ょけゅぇょぇすぬしは. 

‶けかゅけょぇ けぉうすぇか ゃ 
けすょっかっくうう ぉにゃてうえ 
こ さ っ せ し こ っ ゃ ぇ の と う え 
ぉういくっしきっく ╇ゅけさぬ 
╁ か ぇ ょ う き う さ け ゃ う つ . 
╅ういくぬ せょぇかぇしぬ, 
こさっあょっ ょせきぇか けく, 
いぇしにこぇは しかぇょおうき 
しくけき. ′け こけゅうぉ っょうくしすゃっくくにえ しにく, 
こさっょこさうくうきぇすっかぬ しかひゅ し うくしせかぬすけき, こけ-
すけき ゃけゃしっ ゃしひ こけおぇすうかけしぬ こけょ けすおけし: こけ-
しかっ さぇいゃけょぇ し あっくけえ けしすぇかしは ぉっい おゃぇさ-
すうさに, ぉけきあっゃぇか, こさうてひか ゃ しっぉは かうてぬ ゃ 
╋けくっすくけき.

╇い 20 こけしすけはかぬちっゃ けすょっかっくうは すけかぬおけ 
つっすにさっ あっくとうくに: きけあっす, こさぇゃょぇ, こさっょ-
しすぇゃうすっかぬくうちに しかぇぉけゅけ こけかぇ しうかぬくっっ う 
ぉけかっっ こさうしこけしけぉかっくに お あうすっえしおうき ぉせさはき, 
ぇ こさうさけょくにえ うくしすうくおす – うた しこぇしぇすっかぬくにえ 
おさせゅ? ¨ょくぇおけ, おぇあょぇは うい くぇてうた «ゅっさけ-
うくぬ» いぇすおくひす しゃけっえ うしすけさうっえ いぇ こけはし かの-
ぉけゅけ きせあうおぇ. 〉 うくゃぇかうょぇ こっさゃけえ ゅさせここに, 
57-かっすくっえ ╂ぇかうくに すさけっ ょっすっえ, ぇ っえ ょけさけ-
ゅぇ すけかぬおけ ゃ うくすっさくぇす. ╉けゅょぇ しにく う ょけつおう 
ぉにかう きぇか-きぇかぇ きっくぬてっ, きぇきぇてぇ しぉっあぇかぇ 
けす くうた し しっさょっつくにき ょさせゅけき. 〈ぇお ぉに おせ-
おせておぇ う ゃしすさっすうかぇ ゃ ゃっしっかぬっ う さぇょけしすう 
しすぇさけしすぬ, ょぇ, ゃうょくけ, ╀けゅ こけおぇさぇか: さぇいぉうか 
っひ うくしせかぬす. ╃っすう, しこぇしうぉけ ゅけしせょぇさしすゃせ, 
ゃにさけしかう, せあっ しぇきう しすぇかう さけょうすっかはきう, くけ 
きぇすぬ すぇお う くっ こさけしすうかう. 

〉 ╊のょきうかに ╇ゃぇくけゃくに 〈さうそけくけゃけえ 
あういくぬ ぉにかぇ – こけかくぇは つぇてぇ: ぉけかぬてけえ 
おさぇしうゃにえ ょけき ゃ ╉さぇしくけょぇさしおけき おさぇっ, 
かのぉはとうえ きせあ, いぇきっつぇすっかぬくにえ しにく. ¨すっち 
し しにくけき こけゅうぉかう  ゃ ぇゃすけおぇすぇしすさけそっ, 
つすけぉに くっ しけえすう し せきぇ けす ゅけさは, ╊のょきう-
かぇ ╇ゃぇくけゃくぇ せったぇかぇ ょぇかっおけ くぇ しっゃっさ. ╁ 

ぉけゅぇすけえ しすさけうすっかぬくけえ おけきこぇくうう しすぇかぇ 
ゅかぇゃぉせたけき.

– ‶けょしすぇゃうか きっくは ゅっくょうさっおすけさ こけ こけか-
くけえ こさけゅさぇききっ, – ねきけちうけくぇかぬくけ さぇししおぇいに-
ゃぇっす くぇてぇ しけぉっしっょくうちぇ. – ¨ぉゃうくうかう きっくは 
ゃ おさぇあっ 150 きうかかうけくけゃ させぉかっえ, おしすぇすう, 
ょけおぇいぇかう こさけこぇあせ すけかぬおけ こけかけゃうくに しせき-
きに. ╉ぇお すけかぬおけ ゃけししすぇくけゃはす こぇしこけさす, 
せっょせ ょけきけえ, ゃ ╉さぇしくけょぇさ. ╁しひ くうつっゅけ, ょぇ 
しぇたぇさくにえ ょうぇぉっす こけょおけしうか. ╁けす すぇお – うい 
おくはいっえ ゃ ゅさはいう. ┿ いょっしぬ きくっ くさぇゃうすしは: いぇ-
きっつぇすっかぬくけ, つすけ っしすぬ すぇおうっ いぇゃっょっくうは, ゅょっ 
いぇぉけすはすしは け かのょはた.

¨た, ╊のょきうかぇ  ╇ゃぇくけゃくぇ, くぇょけ けすょぇすぬ 
ゃぇき ょけかあくけっ, せきっっすっ ゃに あうすぬ: ゃ こっさ-
ゃにっ きうくせすに いくぇおけきしすゃぇ は, つっしすくけっ しかけ-
ゃけ, けこさっょっかうかぇ ゃぇし きにしかっくくけ ゃ ゃっょせとうっ 
しこっちうぇかうしすに けすょっかっくうは: ょっかけゃけっ, しすさけえ-
くはとっっ そうゅせさせ こかぇすぬっ, つせすぬ いぇすっきくひく-
くにっ けつおう, こさはきぇは けしぇくおぇ う こさぇゃうかぬくぇは, 
くっ いぇきせしけさっくくぇは しかっくゅけき さっつぬ. ┿ あうゃひす 
ゅさぇあょぇくおぇ 〈さうそけくけゃぇ, こけ っひ しかけゃぇき, ゃ 
てっしすういゃひいょけつくけき くけきっさっ. ╁ おけきくぇすっ けす-
しうょっゃてっゅけ しさけお ゅかぇゃぉせたぇ, ゃ けすかうつうっ けす 
ょさせゅうた こぇかぇす, こけ-ょけきぇてくっきせ せのすくけ: おぇさ-
すうくに, しせゃっくうさに, ょぇあっ すっかっゃういけさ. ┿, ゅかぇゃ-
くけっ, ぇこぇさすぇきっくすに けすょっかぬくにっ. ]けすさせょ-
くうおう けすょっかっくうは しぇきう せょうゃかっくに, おぇお ねすけ 
うた ╊のょきうかぇ ╇ゃぇくけゃくぇ しせきっかぇ せぉっょうすぬ ゃ 
くっけぉたけょうきけしすう けすょっかぬくけゅけ こさけあうゃぇくうは. 
]かけゃけき, きけあくけ くっ ぉっしこけおけうすぬしは いぇ うた こぇ-
ちうっくすおせ, くっ こけすっさはっすしは けくぇ う ゃ しっゅけょくはて-
くうた さっぇかうはた, う ゃさはょ かう しおぇあせす っえ しけゃさっ-
きっくくにっ しぇすうくに: «╁に けこはすぬ すけさあっしすゃっくくけ 
しっかう ゃ かせあせ!» 

]すぇさにっ う きけかけょにっ, し ゃせいけゃしおうき ょう-
こかけきけき う けぉさぇいけゃぇくうっき «ょゃぇ おかぇししぇ, ぇ 
すさっすうえ おけさうょけさ», ぉにゃてうっ ぉういくっし-ゃせきねく 
う けすおさけゃっくくにっ けすけさゃに, いょけさけゃにっ う おぇ-
かっおう, きくけゅけょっすくにっ う けょうくけおうっ – すぇおうっ 
さぇいくにっ, けくう ゃ けょくけつぇしぬっ けおぇいにゃぇのすしは くぇ 
しぇきけき ょくっ あういくう: こさぇおすうつっしおう ゃしった うた 
こけょけぉさぇかう くぇ せかうちっ, こけょ いぇぉけさけき, ぉっい 
ょけおせきっくすけゃ う ょっくっゅ. (‶けきくうすっ しすさけおう 
うい ゅけさぬおけゃしおけえ こぬっしに: «》けさけてうえ つっかけ-
ゃっお ょけかあっく うきっすぬ こぇつこけさす. ╁しっ たけさけてうっ 
かのょう こぇつこけさす うきっのす»?)  ╀けきあっえ こさうゃけい-
はす ゃ ╋けくっすくにえ, つすけぉに けくう きけゅかう しょっかぇすぬ 
けしすぇくけゃおせ きっあょせ こさけてかにき う ぉせょせとうき. 
╂けしせょぇさしすゃけ, おけすけさけっ きに くっさっょおけ けぉゃう-
くはっき ゃ つひさしすゃけしすう う ぉっいょせてうう お かのょはき,  
ゃしひ あっ ょぇひす しゃけうき くっこせすひゃにき ゅさぇあょぇくぇき 
てぇくし ゃにあうすぬ, くっ こさけこぇしすぬ, ゃしすさっすうすぬ 
しすぇさけしすぬ ゃ うくすっさくぇすっ. 〈けかぬおけ ちっくはす かう 
けくう ねすけす てぇくし?

¨おけくつぇくうっ しかっょせっす

┿くすけくうくぇ ‶っさてうくぇ: 
«╁ くぇてっえ さぇぉけすっ ぉにゃぇのす 

しゃっすかにっ きけきっくすに»

╊のょきうかぇ 〈さうそけくけゃぇ かのぉうす おさぇしうゃせの あういくぬ

╁うおすけさせ ╊のぉけきせょさけゃせ 
そぇきうかうは くっ ょけぉぇゃうかぇ きせょさけしすう
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¨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.

《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: 14 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ, 15 つぇしけゃ きっしすくけゅけ ゃさっきっくう, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, 

せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, ぇおすけゃにえ いぇか. 
╊けす 1: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ いょぇくうは しおかぇょぇ かうすっさぇ II こかけとぇょぬの 513,2 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. ]すさけうすっかっえ, 33╀. ╆ょぇくうっ けぉけさせょけゃぇくけ ょゃせきは しきけすさけゃにきう はきぇきう. ′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 89910  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 18000 させぉ.

╊けす 2: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ こさうしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは きぇゅぇいうくぇ けぉとっえ こかけとぇょぬの 256,9 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. ┿おぇょっきうおぇ ╉けさけかっゃぇ, 6. ′ぇいくぇつっくうっ こけきっとっくうは: すけさゅけゃけ-けそうしくけっ. ′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 87859,80 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 17500 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 こさうしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは こかけとぇょぬの 299,8 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. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 23. ′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 66555,60  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 13300 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 ゃしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは きぇゅぇいうくぇ けぉとっえ こかけとぇょぬの 82,3 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: こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╊っけくすぬっゃぇ, 24 う こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかけゅけ ゃしすさけっくくけゅけ こけきっとっくうは きぇゅぇいうくぇ 
こかけとぇょぬの 60,8 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: こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╄かけゃぇは, 1. ′ぇいくぇつっくうっ こけきっとっくうえ: 
さぇいきっとっくうっ こさけょけゃけかぬしすゃっくくけゅけ きぇゅぇいうくぇ. ′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 21090,50 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 4200 させぉ.

╊けす 5: こさぇゃけ ぇさっくょに くっあうかにた ゃしすさけっくくにた こけきっとっくうえ わわ1,5 けぉとっえ こかけとぇょぬの 49,8 おゃ.き, さぇしこけかけあっくくにた こけ 
ぇょさっしせ: こ. ╉かのつっゃしお, せか. 【おけかぬくぇは, 3. ′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 2788,80 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 560 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 
22 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 11 はくゃぇさは 2011 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

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

¨¨¨ «¨┿╆╇]» (ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9) ういゃっとぇっす け ゃにこけかくっくうう 
おぇょぇしすさけゃにた さぇぉけす こけ せすけつくっくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに いっきっかぬくけゅけ せつぇしす-
おぇ, し おぇょぇしすさけゃにき わ66:35:, さぇしこけかけあっくくけゅけ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, こ. 
╊けしうくにえ (╋ぇかうくけゃおぇ), せか. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, 18.

╆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 ┿くすさけこけゃぇ ′うくぇ ╃きうすさうっゃくぇ.
]けぉさぇくうっ こけ しけゅかぇしけゃぇくうの きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうちに しけしすけうすしは 20 ょっおぇぉさは 

2010 ゅけょぇ ゃ 11.30 こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109.
′ぇ しけぉさぇくうっ こさうゅかぇてぇのすしは いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ かうちぇ, し おけすけさにきう すさっぉせっすしは 

しけゅかぇしけゃぇすぬ ゅさぇくうちに: こさぇゃけけぉかぇょぇすっかう しきっあくにた いっきっかぬくにた せつぇしすおけゃ ゃ ゅ. ╀っ-
さひいけゃしおけき, こ. ╊けしうくにえ (╋ぇかうくけゃおぇ), せか. ╉さぇしくけぇさきっえしおぇは, 17, 18ぇ う 
ゅかぇゃくにえ ぇさたうすっおすけさ ╀╂¨.

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

╁けいさぇあっくうは こけ こさけっおすせ きっあっゃけゅけ こかぇくぇ う すさっぉけゃぇくうは こけ こさけゃっょっくうの しけ-
ゅかぇしけゃぇくうは きっしすけこけかけあっくうは ゅさぇくうち いっきっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ くぇ きっしすくけしすう こさうくう-
きぇのすしは し 20 くけはぉさは こけ 20 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, 
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 109. 

《たてそうあみ さそすたあせけみ たちけえしあのあかて せあ ちあいそてと ╈『】′ぁ¨[╅
(ちあいそてあ せあ たそつてそみせせふこ たちそかさて)

〈さっぉけゃぇくうは:
- ┿くぇかけゅうつくにえ けこにす さぇぉけすに あっかぇすっかっく;
- 》けさけてぇは そういうつっしおぇは そけさきぇ;
- ╁くうきぇすっかぬくけしすぬ, しけけぉさぇいうすっかぬくけしすぬ, けすゃっすしすゃっくくけしすぬ.
¨ぉはいぇくくけしすう:
- ‶けゅさせいおぇ, さぇいゅさせいおぇ, こっさっきっとっくうっ すけゃぇさぇ くぇ しおかぇょっ;
- 〉こぇおけゃおぇ, さぇいきっとっくうっ すけゃぇさぇ しけゅかぇしくけ おけょけゃけきせ たさぇくっくうの;
- ╁にこけかくっくうっ うくにた ゃしこけきけゅぇすっかぬくにた さぇぉけす.
〉しかけゃうは:
- ╁にしけおぇは けこかぇすぇ すさせょぇ けす 18000 させぉ.;
- ¨そうちうぇかぬくけっ すさせょけせしすさけえしすゃけ 
  ゃ しけけすゃっすしすゃうう し すさせょけゃにき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃけき;
- ‶けかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ し こけくっょっかぬくうおぇ こけ こはすくうちせ.
- ┿ょさっし さぇぉけすに: せか. ‶さけっいあぇは, 9ぇ.

╆ぇこうしぬ くぇ しけぉっしっょけゃぇくうっ こさけゃけょうすしは し こく.-こす. し 9-00 ょけ 17-00 
こけ すっかっそけくぇき (343) 349-01-09, 349-07-97.
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┦  ┮┲┴┬┨┲┴┤┹  ┦┯┤┵┶┬
′ぇ ょくはた いぇゃっさてうかぇ さぇぉけすせ ゃさっきっく-

くぇは しけゅかぇしうすっかぬくぇは おけきうししうは ¨ぉかぇしす-
くけえ ╃せきに ╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう こけ ゃけこさけしぇき, 
しゃはいぇくくにき し  こさけっおすけき いぇおけくぇ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう けぉ けぉかぇしすくけき ぉのょあっすっ 
くぇ 2011 ゅけょ. ╁ しけしすぇゃ おけきうししうう ゃけてかう 
ょっこせすぇすに ╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは, 
つかっくに ‶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, こさっょしすぇゃうすっかう ┿ししけちうぇちうう 
«]けゃっすぇ きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうえ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう», ]けゃっすぇ こさっょ-
しすぇゃうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ きっしすくけゅけ しぇきけ-
せこさぇゃかっくうは きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇ-
くうえ. ╆ぇしっょぇくうは おけきうししうう こさけたけょうかう し 
28 けおすはぉさは こけ 8 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ, くぇ 
くうた けぉしせあょぇかうしぬ しかっょせのとうっ ゃけこさけしに: け 
こさけゅくけいっ ょけたけょけゃ けぉかぇしすくけゅけ う きっしすくにた 
ぉのょあっすけゃ くぇ 2011 ゅけょ, け すぇさうそくけえ こけ-
かうすうおっ ゃ 2011 ゅけょせ, けぉ けぉかぇしすくにた ちっかっ-
ゃにた こさけゅさぇききぇた, け そうくぇくしうさけゃぇくうう けす-
ょっかぬくにた さぇしたけょけゃ おけくしけかうょうさけゃぇくくけゅけ 
ぉのょあっすぇ; さぇししきぇすさうゃぇかうしぬ さっいせかぬすぇすに 
ょっはすっかぬくけしすう さぇぉけつうた ゅさせここ う ょさ.

》けすっかけしぬ ぉに けしゃっすうすぬ くっおけすけさにっ ゃけ-
こさけしに, けぉしせあょぇゃてうっしは ゃ さぇきおぇた いぇしっょぇ-
くうえ ゃさっきっくくけえ しけゅかぇしうすっかぬくけえ おけきうししうう, 
ぇ すぇおあっ くぇ さぇぉけつうた ゅさせここぇた.   ′ぇ いぇしっょぇ-
くうう ゃさっきっくくけえ しけゅかぇしうすっかぬくけえ おけきうししうう, 
しけしすけはゃてっえしは 2 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ,  ゃ おぇ-
つっしすゃっ つかっくけゃ しけゅかぇしうすっかぬくけえ おけきうししうう 
こさうしせすしすゃけゃぇかう けす ¨ぉかぇしすくけえ ╃せきに ╆ぇ-
おけくけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう: ′.╆. 【ぇえきぇさょぇくけゃ, ┿.╂. ┿かぬ-
てっゃしおうた, ╂.′. ┿さすっきぬっゃぇ, ぃ.╁. ╀ぇかぇくけゃ, 
′.┿. ╁けさけくうく, ╊.╇. ╉けゃこぇお, ┿.′. ╋ぇしぇっゃ, 
╁.′. ╋ぇておけゃ, ╂.╋. ‶っさしおうえ, ┿.‶. ]せたけゃ, 
╁.┿. 〈っさっておけゃ. ‶さう けぉしせあょっくうう ゃけこさけしぇ 
«¨ さぇしたけょぇた くぇ ゅけしせょぇさしすゃっくくせの こけょ-
ょっさあおせ しっかぬしおけゅけ たけいはえしすゃぇ う さっぇかういぇ-
ちうの おけきこかっおしくけえ こさけゅさぇききに «〉さぇかぬしおぇは 
ょっさっゃくは» ぉにかけ こさうくはすけ さってっくうっ しけいょぇすぬ 
さぇぉけつせの ゅさせここせ こけ ゃけこさけしぇき, しゃはいぇくくにき 
し ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ こけょょっさあおけえ しっかぬしおけ-
ゅけ たけいはえしすゃぇ, おけすけさせの ゃけいゅかぇゃうか ]にしけっゃ 
┿くぇすけかうえ ‶ぇゃかけゃうつ. ¨す ¨ぉかぇしすくけえ ╃せきに 
ゃ ょぇくくせの さぇぉけつせの ゅさせここせ ゃけてっか, ゃ つぇしす-
くけしすう, ╊っゃ ╇ゅけさっゃうつ ╉けゃこぇお. 

[ぇぉけつぇは ゅさせここぇ さぇししきけすさっかぇ ゃけこさけしに 
せゃっかうつっくうは けぉなっきぇ すったくうつっしおうた しせぉ-
しうょうえ し 200 きかく. させぉかっえ ょけ 500 きかく. 
させぉかっえ; せゃっかうつっくうは けぉなっきぇ しさっょしすゃ 
くぇ くぇせつくけ-うししかっょけゃぇすっかぬしおうっ さぇぉけすに 
し 2 きかく. させぉかっえ  ょけ 5 きかく. させぉ. (+ 3 
きかく. させぉ.); せゃっかうつっくうは けぉなっきぇ しさっょしすゃ 
くぇ ょけさけあくけっ しすさけうすっかぬしすゃけ し 500 きかく. 

させぉ. ょけ 650 きかく. させぉ. (+ 150 きかく. させぉ.). 
〈ぇおあっ こけょくうきぇかしは ゃけこさけし けぉ けぉなっきっ 
しさっょしすゃ, こけしすせこぇのとうた くっこけしさっょしすゃっく-
くけ こさけういゃけょうすっかの きけかけおぇ うい けぉなっきぇ 
しせぉしうょうう くぇ きけかけおけ.

′ぇ いぇしっょぇくうう さぇぉけつっえ ゅさせここに ょっ-
こせすぇすに ぇおすうゃくけ けぉしせあょぇかう  こさけぉかっ-
きせ こさけょけゃけかぬしすゃっくくけえ ぉっいけこぇしくけしすう 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう う くっけぉたけょうきけしすう 
せゃっかうつっくうは しさっょしすゃ, ゃにょっかはっきにた うい 
ぉのょあっすぇ くぇ しっかぬしおけっ たけいはえしすゃけ. ╀にかけ 
こさうくはすけ さってっくうっ, ゃ つぇしすくけしすう, こさっょかけ-
あうすぬ しけゅかぇしうすっかぬくけえ おけきうししうう せゃっかう-
つうすぬ けぉなっき すったくうつっしおうた しせぉしうょうえ くぇ 300 
きかく. させぉかっえ. ╁ さっいせかぬすぇすっ けおけくつぇすっかぬ-
くけえ ぉぇかぇくしうさけゃおう ぉのょあっすぇ 2011 ょぇくくぇは 
しせききぇ ぉにかぇ せつすっくぇ.

′ぇ いぇしっょぇくうはた おけきうししうう すぇおあっ さぇししきぇ-
すさうゃぇかうしぬ こけあっかぇくうは きせくうちうこぇかうすっすけゃ, 
ゃ つぇしすくけしすう, せつかう こさけしぬぉせ ╂かぇゃに ゅけさけょ-
しおけゅけ けおさせゅぇ «╀けゅょぇくけゃうつ» け ゃおかのつっくうう 
ゃすけさけゅけ ねすぇこぇ きくけゅけそせくおちうけくぇかぬくけゅけ 
しこけさすうゃくけゅけ ちっくすさぇ (ぉぇししっえく 25 き た 14 き) 
ゃ ¨ぉかぇしすくせの ちっかっゃせの こさけゅさぇききせ ««[ぇい-
ゃうすうっ そういうつっしおけえ おせかぬすせさに う しこけさすぇ ゃ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう くぇ 2011-2015 ゅゅ.» 
くぇ 2011 ゅけょ. ‶さっょせしきけすさっくけ そうくぇくしうさけ-
ゃぇくうっ ゃ けぉなっきっ 54 きかく. させぉかっえ. 

′ぇこけきくうき, つすけ し 2002 ゅけょぇ ┿ょきうくうしすさぇ-
ちうっえ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ «╀けゅょぇくけゃうつ» 
ゃっょひすしは こさけっおすうさけゃぇくうっ う しすさけうすっかぬしすゃけ 
きくけゅけそせくおちうけくぇかぬくけゅけ しこけさすうゃくけゅけ おけき-
こかっおしぇ くぇ  せか. ╊っくうくぇ, 5-ぇ.

╁ 2007 ゅけょせ こっさゃにえ ねすぇこ しすさけうすっかぬ-
しすゃぇ ょぇくくけゅけ けぉなっおすぇ (うゅさけゃけえ いぇか 30き 
た18き) ぉにか ゃおかのつっく ゃ 《っょっさぇかぬくせの ちっ-
かっゃせの こさけゅさぇききせ «[ぇいゃうすうっ そういうつっ-
しおけえ おせかぬすせさに う しこけさすぇ ゃ [《 くぇ 2006-
2015 ゅゅ.».

╁ 2010 ゅけょせ くぇつぇかけしぬ しすさけうすっかぬしすゃけ 
こっさゃけゅけ ねすぇこぇ, う ゃ IV おゃぇさすぇかっ 2010 
ゅけょぇ けぉなっおす こかぇくうさせっすしは しょぇすぬ ゃ ねおし-
こかせぇすぇちうの.

〈ぇおあっ たけすっかけしぬ ぉに けすきっすうすぬ, つすけ ゃ 
さぇきおぇた けぉかぇしすくにた ちっかっゃにた こさけゅさぇきき 
«]すさけうすっかぬしすゃけ けぉなっおすけゃ しけちうぇかぬくけえ 
う おけききせくぇかぬくけえ うくそさぇしすさせおすせさに» くぇ 
2009 – 2011 ゅけょに, «[ぇいゃうすうっ しっすう ょけ-
ておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう» くぇ 2010-2014 
ゅけょに こさっょせしきぇすさうゃぇっすしは ゃにょっかっくうっ 
しせぉしうょうえ うい けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ きっしす-
くにき ぉのょあっすぇき くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ う さっ-
おけくしすさせおちうの しけちうぇかぬくけ いくぇつうきにた けぉな-
っおすけゃ. ′ぇ いぇしっょぇくうはた しけゅかぇしうすっかぬくけえ 
おけきうししうう, ぇ すぇおあっ っとっ いぇょけかゅけ ょけ くぇ-

つぇかぇ っっ さぇぉけすに ╊っゃ ╉けゃこぇお けすしすぇうゃぇか 
うくすっさっしに あうすっかっえ きせくうちうこぇかうすっすけゃ, けす 
おけすけさにた ういぉうさぇかしは. ╁ さっいせかぬすぇすっ こかぇ-
くうさせっきにっ しせぉしうょうう くっ すけかぬおけ くっ ぉにかう 
せきっくぬてっくに, くけ う せゃっかうつうかうしぬ. 

〈ぇお, こけ こさけゅさぇききっ «]すさけうすっかぬしすゃけ 
けぉなっおすけゃ しけちうぇかぬくけえ う おけききせくぇかぬくけえ 
うくそさぇしすさせおすせさに» くぇ 2009 – 2011 ゅけょに 
こさっょせしきけすさっくけ ゃにょっかっくうっ しせぉしうょうえ うい 
けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ ゅぇ-
いけこさけゃけょぇ ゃにしけおけゅけ ょぇゃかっくうは ょけ おけすっかぬ-
くけえ う けつうしすくにた しけけさせあっくうえ おぇくぇかういぇちうう 
かぇゅっさは けすょにたぇ «╆ぇさは» こけしっかおぇ ╀っかけおぇ-
きっくくにえ (10 984 すにし. させぉかっえ), こけょゃけょは-
とっゅけ ゅぇいけこさけゃけょぇ お おけすっかぬくけえ ゃ こけしっかおっ 
╉さぇしくけぇさきっえしおうえ (708 すにし. させぉかっえ), くぇ 
すったくうつっしおけっ こっさっゃけけさせあっくうっ こけしっかおぇ 
╉さぇしくけぇさきっえしおうえ (5 きかく させぉかっえ). 

‶け ょぇくくけえ こさけゅさぇききっ こさっょせしきけすさっくけ  
ゃにょっかっくうっ しせぉしうょうえ くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ 
さぇしこさっょっかうすっかぬくけゅけ ゅぇいけこさけゃけょぇ くぇ すっさ-
さうすけさうう さぇぉけつっゅけ こけしっかおぇ ╀っかけはさしおうえ 
(きうおさけさぇえけく «‶けかっ つせょっし» – 7 350 すにし. 
させぉかっえ), ゅぇいけこさけゃけょぇ ゃにしけおけゅけ ょぇゃかっくうは  
けす ょっさっゃくう 』っさくけぉさけゃおうくけ ょけ しっかぇ ╀けかぬ-
てっぉさせしはくしおけっ う しっかぇ ╊けゅうくけゃけ (16 562,5 
すにし. させぉかっえ), ゅぇいけゃけえ おけすっかぬくけえ ゃ しっかっ 
╊けゅうくけゃけ (5 900 すにし. させぉかっえ). 

╁ ゅけさけょしおけき けおさせゅっ ╀けゅょぇくけゃうつ こけ せおぇ-
いぇくくけえ こさけゅさぇききっ しせぉしうょうさせっすしは さぇし-
てうさっくうっ  しっすう くぇさせあくにた ゅぇいけこさけゃけょけゃ: 
こけ せかうちぇき ╊せゅけゃぇは, 8 きぇさすぇ しっかぇ ╉ぇきっく-
おう (1 きかく. させぉかっえ); こけ せかうちっ 〉さぇかぬしおぇは 
ょっさっゃくう ‶ぇさてうくぇ (1 208 すにし. させぉかっえ); 
こけ せかうちっ ‶っさゃけきぇえしおけえ  う ╊っくうくぇ しっかぇ 
〈さけうちおけゅけ (843 すにし. させぉかっえ う 1 033 すにし. 
させぉかっえ しけけすゃっすしすゃっくくけ); しっかぇ ╇かぬうくしおけっ 
(9 814 すにし. させぉかっえ). 

╁ ゅけさけょしおけき けおさせゅっ [っそすうくしおうえ こさっょ-
こけかぇゅぇっすしは さっおけくしすさせうさけゃぇすぬ ねかっおすさけ-
おけすっかぬくせの し こっさっゃけょけき くぇ ゅぇいけしくぇぉ-
あっくうっ う しすさけうすっかぬしすゃけ くぇさせあくけゅけ  
ゅぇいけこさけゃけょぇ くういおけゅけ ょぇゃかっくうは ょけ ょっす-
しおけゅけ けいょけさけゃうすっかぬくけ-けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ 
かぇゅっさは «╇しおけさおぇ». 

′っ いぇぉにすに ゃ けぉかぇしすくけき ぉのょあっすっ 
う きけかけょにっ しっきぬう. ′ぇ 2011 ゅけょ ゃに-
ょっかっくに しせぉしうょうう くぇ しけそうくぇくしうさけ-
ゃぇくうっ ゃにこかぇす きけかけょにき しっきぬはき くぇ 
こさうけぉさっすっくうっ うかう しすさけうすっかぬしすゃけ 
あうかぬは. 〈ぇお, ┿しぉっしすけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ 
けおさせゅ こけかせつうす けおけかけ 1,5 きかく させぉかっえ, 
╀っさっいけゃしおうえ – けおけかけ 2 きかく させぉかっえ, 
ゅけさけょしおけえ けおさせゅ ╆ぇさっつくにえ – 1, 270 
きかく. させぉかっえ, [っそすうくしおうえ – 1,267 
きかく. させぉかっえ, ╀っかけはさしおうえ ゅけさけょしおけえ 

けおさせゅ -  604,8 すにし. させぉかっえ, ╀けゅょぇくけ-
ゃうつ – 356,4 すにし. させぉかっえ,  ╋ぇかにてっゃけ 
– 220,5 すにし.させぉかっえ.

‶け-こさっあくっきせ ぇおすせぇかぬくけえ ょかは あう-
すっかっえ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けしすぇっす-
しは こさけぉかっきぇ くったゃぇすおう きっしす ゃ ょっすしおうた 
しぇょぇた. ╁ ょぇくくけき くぇこさぇゃかっくうう ゃっょっすしは 
こかぇくけきっさくぇは さぇぉけすぇ.

‶け こさけゅさぇききっ «[ぇいゃうすうっ しっすう ょけ-
ておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっくうえ 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう» くぇ 2010-2014 
ゅけょに こかぇくうさせっすしは こさっょけしすぇゃかっくうっ しせぉしう-
ょうえ うい けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ くぇ きっさけこさう-
はすうは こけ ゃけいゃさぇすせ さぇくっっ こっさっこさけそうかうさけ-
ゃぇくくにた いょぇくうえ ょけておけかぬくにた  せつさっあょっくうえ 
ゃ 2011 ゅけょせ 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 ゃ けぉなっきっ 26 988 すにし. させぉかっえ (180 
きっしす), ゃ ゅけさけょしおけき けおさせゅっ ╀けゅょぇくけゃうつ – 
8 145 すにし. させぉかっえ (90 きっしす),  ゃ ゅけさけょしおけき 
けおさせゅっ ╆ぇさっつくにえ – 17 205 すにし. させぉかっえ 
(185 きっしす). ‶さっょこけかぇゅぇっすしは こさっょけしすぇゃ-
かっくうっ しせぉしうょうえ うい けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ 
きっしすくにき ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた けぉ-
さぇいけゃぇくうえ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう くぇ 
しすさけうすっかぬしすゃけ う さっおけくしすさせおちうの いょぇくうえ 
ょけておけかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた せつさっあょっ-
くうえ ゃ 2011 ゅけょせ. ╁ つぇしすくけしすう, ╀っさっいけゃ-
しおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ こかぇくうさせっすしは 
ゃにょっかうすぬ 1 700 すにし. させぉかっえ, ゅけさけょしおけきせ 
けおさせゅせ ╀けゅょぇくけゃうつ – 851 すにし. させぉかっえ, 
ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ ╁っさたくっっ ╃せぉさけゃけ – 
29 700 すにし. させぉかっえ, ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ 
╆ぇさっつくにえ - 1 269 すにし. させぉかっえ. 

] 1 はくゃぇさは ょけかあっく ゃしすせこうすぬ  ゃ しうかせ «╆ぇ-
おけく け ゃっすっさぇくぇた ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう» 
- きせあつうくに う あっくとうくに, うきっのとうっ しすぇあ 40 
う 35 かっす しけけすゃっすしすゃっくくけ, くぇゅさぇあょっくくにっ 
ゅさぇきけすぇきう ╂せぉっさくぇすけさぇ, ‶さぇゃうすっかぬしすゃぇ, 
╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう, こけかせつぇす いゃぇくうっ «╁っすっさぇく 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう».

╃け おけくちぇ ゅけょぇ  ゃ ╆ぇおけくけょぇすっかぬくけき 
]けぉさぇくうう ぉせょっす こさうくはす ╆ぇおけく ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう «¨ ゃくっしっくうう ういきっくっ-
くうえ ゃ しすぇすぬの 23 ¨ぉかぇしすくけゅけ いぇおけくぇ «¨ 
いぇとうすっ こさぇゃ さっぉっくおぇ». ]けゅかぇしくけ っきせ, し 
1 はくゃぇさは 2011 ゅけょぇ さぇいきっさ っあっきっしはつ-
くけえ ゃにこかぇすに さけょうすっかはき, ゃけしこうすにゃぇの-
とうき さっぉっくおぇ-うくゃぇかうょぇ, ぉせょっす せゃっかうつっく 
し 600 させぉかっえ ょけ 1000.

′ぇょっっきしは, つすけ つかっくに ‶さぇゃうすっかぬしすゃぇ, 
ょっこせすぇすに ╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう, ゃ うた つうしかっ ╊っゃ 
╉けゃこぇお, ういぉさぇくくにえ けす ゃぇてっえ すっささうすけ-
さうう, ぉせょせす う ょぇかぬてっ すさせょうすぬしは くぇ ぉかぇゅけ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. 
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‶[¨╀╊╄╋┿

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

ДЕЛО ТЁМНОЕ 
]╁╄〈 ╁ ╃╄〈]╉¨╋ ]┿╃〉 わ2 ‶¨〈〉》, ′¨ ′┿╃╄╅╃┿ [╄【╇〈を ‶[¨╀╊╄╋〉 ′╄ 〉╂┿]┿╄〈 

╁′╄‶╊┿′¨╁〉ぃ いぇおせこおせ そけくぇさうおけゃ う しゃっつっえ しょっかぇかう しけ-
すさせょくうおう ょっすしおけゅけ しぇょぇ わ2, くぇたけょはとっゅけしは ゃ ′けゃけぉっさひ-

いけゃしおけき きうおさけさぇえけくっ. 〉ゃに, こけおせこおう – くっ ぇすさうぉせすに ょかは ょっすしおけ-
ゅけ こさぇいょくうおぇ, ぇ くっけぉたけょうきけしすぬ, ゃにいゃぇくくぇは 』‶, – ゃけ ゃしひき ╃¨〉 
こけすせた しゃっす.

╁┿【 ╉┿╀╄╊を – 
╁┿【╇ ‶[¨╀╊╄╋｠

‶け すひきくにき おけさうょけさぇき し そけ-
くぇさうおぇきう ゃけしこうすぇすっかう う いぇゃっ-
ょせのとぇは たけょはす し ゃっつっさぇ つっすゃっさゅぇ, 
うきっくくけ ゃ ねすけす ょっくぬ ねかっおすさうつっしすゃけ 
ゃ こけしかっょくうえ さぇい こけしっすうかけ いょぇくうっ 
ょっすしおけゅけ しぇょぇ. 

– ]さぇいせ あっ は こけしすぇゃうかぇ ゃ うい-
ゃっしすくけしすぬ くぇつぇかぬくうおぇ せこさぇゃかっ-
くうは けぉさぇいけゃぇくうは, – さぇししおぇいにゃぇっす 
╆うくぇうょぇ ╋うたぇえかけゃくぇ ╆けきぇさっゃぇ, 
いぇゃっょせのとぇは ╃¨〉 わ2. – ┿かっおしっえ 
╁はつっしかぇゃけゃうつ こけしけゃっすけゃぇか  ゃ こっさ-
ゃせの けつっさっょぬ いぇくはすぬしは さぇしこさっょっ-
かっくうっき けしけぉけ くせあょぇのとうたしは ょっ-
すっえ こけ ゅけさけょしおうき ょっすしおうき しぇょぇき, 
う ゃにはしくはすぬ こさうつうくせ ぇゃぇさうう. 

╁ こはすくうちせ てっしすぬ うい 118 ょっすっえ, 
こけしっとぇのとうた ╃¨〉 わ2, ぉにかう さぇし-
こさっょっかっくに こけ ょさせゅうき ょっすしぇょぇき, 
いぇすっき こっさっゃっかう っとひ すさけうた きぇ-
かにてっえ. ¨しすぇかぬくにっ さけょうすっかう くっ 
いぇたけすっかう こっさったけょうすぬ, けくう くぇょっは-
かうしぬ, つすけ いぇ ゃにたけょくにっ こさけぉかっきぇ 
さってうすしは, う ゃ こけくっょっかぬくうお うた つぇょぇ 
ゃくけゃぬ けすこさぇゃはすしは ゃ かのぉうきにえ ょっす-
しおうえ しぇょ. 

』すけぉに ゃにこけかくうすぬ しかっょせのとうえ 
こせくおす – くぇえすう こさうつうくせ ぇゃぇさうう – 
いぇゃっょせのとぇは ょかは くぇつぇかぇ こけょくはかぇ 
ゃしの すったくうつっしおせの ょけおせきっくすぇちうの. 
‶け こさっょこけかけあっくうの ぇゃぇさうえくけえ 
しかせあぉに う ねかっおすさうおぇ ╃¨〉 しゃっす 
うしつっい うい-いぇ こけゃさっあょっくうは おぇぉっ-
かは, おけすけさにえ こけ ょけおせきっくすぇき くぇ-
たけょうすしは くぇ ぉぇかぇくしっ ょけておけかぬくけゅけ 
せつさっあょっくうは. 

– ╃っすしおうえ しぇょ – ねすけ きせくうちう-
こぇかぬくけっ せつさっあょっくうっ, こけつっきせ 

すけゅょぇ う おぇぉっかぬ くっ こさうくぇょかっあうす 
ゅけさけょせ? – せょうゃかはっすしは ╆うくぇうょぇ 
╋うたぇえかけゃくぇ. 

«╁ぇて おぇぉっかぬ – ゃぇてう こさけぉかっ-
きに» – お ねすけえ そさぇいっ きけあくけ しゃっしすう 
けすゃっすに ゃしった さぇぉけすくうおけゃ しそっさに 
╅╉》, お おけすけさにき けぉさぇとぇかぇしぬ いぇ-
ゃっょせのとぇは. 

‶け しかけゃぇき いぇゃっょせのとっえ, っょうく-
しすゃっくくにえ, おすけ こけこにすぇかしは こけきけつぬ 
– ′うおけかぇえ ╀っさしっくひゃ, すったくうつっ-
しおうえ ょうさっおすけさ «╅╉》-》けかょうくゅぇ», 
けく しけゅかぇしうかしは けぉっしこっつうすぬ ょけしすせこ 
ゃ こけょゃぇか お ぇゃすけきぇすせ さっきけくすくけえ 
ぉさうゅぇょっ, おけすけさせの «たけいはえおっ» いかけし-
つぇしすくけゅけ おぇぉっかは っとひ こさっょしすけはかけ 
くぇえすう. 

╃〉╋┿╈〈╄ ]┿╋╇, 
╇】╇〈╄ ]┿╋╇ 

]かっょせのとうき てぇゅけき しすぇか いゃけ-
くけお いぇきっしすうすっかの ゅかぇゃに こけ ╅╉》, 
すさぇくしこけさすせ う しゃはいう ]っさゅっの ‶ぇゃ-
かけゃせ. ‶けしおけかぬおせ ゃ すけす きけきっくす 
]っさゅっえ ′うおけかぇっゃうつ っとひ くっ ゃにてっか 
うい けすこせしおぇ, しっおさっすぇさぬ こっさっくぇこさぇ-
ゃうかぇ いゃけくけお ┿かっおしぇくょさせ ╁ぇしうかぬっ-
ゃうつせ ]っくちけゃせ, くぇつぇかぬくうおせ せこさぇゃ-
かっくうは ╅╉》. 

– ╁ ょっくぬ, おけゅょぇ は っきせ こけいゃけくうかぇ, 
ゃ ゅけさけょっ こさけういけてかぇ おぇおぇは-すけ ぇゃぇ-
さうは, う ┿かっおしぇくょさ ╁ぇしうかぬっゃうつ ぉにか 
いぇくはす さってっくうっき ねすけえ こさけぉかっきに. 
¨く けすゃっすうか, つすけ きけえ ょっすしおうえ しぇょ 
っゅけ しっえつぇし くっ ゃけかくせっす, すぇお おぇお 47 
すにしはつ ぉっさっいけゃつぇく きけゅせす けしすぇすぬしは 
ぉっい ゃけょに. ╁ おけくちっ ぉっしっょに ゃけこさけし 
けこはすぬ ゃっさくせかしは お ぉぇかぇくしけゃけえ こさう-
くぇょかっあくけしすう  おぇぉっかは: さぇい けく きけえ, 
いくぇつうす, さぇいぉうさぇすぬしは きくっ. 

‶さうきっさくけ し すぇおうき あっ さっいせかぬ-

すぇすけき いぇおけくつうかうしぬ こっさっゅけゃけさに う 
し ょうさっおすけさけき ]ゃっさょかけゃしおけゅけ そう-
かうぇかぇ ╆ぇこぇょくにた ねかっおすさうつっしおうた 
しっすっえ ┿.╊. ╂けかけゃうくにき. ¨く こさっょ-
かけあうか «し きうさせ こけ くうすおっ» せしすさぇ-
くはすぬ くっうしこさぇゃくけしすぬ. [ぇい おぇぉっかぬ 
– うきせとっしすゃけ きせくうちうこぇかぬくけゅけ 
ょっすしおけゅけ しぇょぇ, すけ きけあくけ こけこさけ-
しうすぬ しこけくしけさしおけえ こけきけとう しさぇいせ せ 
くっしおけかぬおうた こさっょこさうはすうえ. ╉すけ-すけ 
ゃにょっかうす かぇぉけさぇすけさうの, おすけ-すけ – 
ねおしおぇゃぇすけさ (っしかう こさけぉうすにえ せつぇ-
しすけお くぇたけょうすしは こけょ いっきかひえ). ぁすけす 
きっすけょ ゃこけかくっ こけょけてひか ぉに ょかは 
せつさっあょっくうは, くっ ぉせょぬ けくけ ょっすしおうき 
しぇょけき. 》けあょっくうっ こけ しこけくしけさぇき 
いぇえきひす せえきせ ゃさっきっくう, ぇ, いくぇつうす, 
ょっすはき こさうょひすしは っとひ ょけかゅけ しうょっすぬ 
ょけきぇ. 

╁うょうきけ, こけ かけゅう-
おっ おけききせくぇかぬくにた 
させおけゃけょうすっかっえ ╆う-
くぇうょぇ ╋うたぇえかけゃくぇ 
ょけかあくぇ かうおゃうょう-
さけゃぇすぬ おけくっち ょっす-
しぇょけゃしおけゅけ しゃっすぇ 
しゃけうきう しうかぇきう: し 
こけきけとぬの ねおしすさぇ-
しっくしけさくにた しこけ-
しけぉくけしすっえ くぇえすう 
こ け ゃ さ っ あ ょ ひ く く に え 
せつぇしすけお, かけこぇすけえ 
さぇいさにすぬ いっきかの, 
いぇきっくうすぬ おぇぉっかぬ 
う いぇおけこぇすぬ ゃしひ けぉ-
さぇすくけ. ╁っょぬ ょぇあっ 
しこっちうぇかうしすぇ, おけすけさにえ しきけあっす 
けこさっょっかうすぬ こさうつうくせ ぇゃぇさうう, くう-
おすけ こさうしかぇすぬ くっ しきけゅ. 

]╉¨[┿ぅ [¨╃╇〈╄╊を]╉┿ぅ 
‶¨╋¨】を

[けょうすっかう, けいぇぉけつっくくにっ しせょぬ-
ぉけえ ょっすしおけゅけ しぇょぇ, けぉさぇすうかうしぬ ゃ 
さっょぇおちうの ゅぇいっすに: «′ぇ こさけすはあっ-
くうう くっょっかう (ぇ すけつくっっ し 12 くけは-

ぉさは)  いぇおさにす ╋╃¨〉 わ2. ‶さうつうくぇ 
いぇおさにすうは: さぇいさにゃ しうかけゃけゅけ おぇ-
ぉっかは ねかっおすさけしくぇぉあっくうは. ′ぇ ょぇく-
くにえ きけきっくす ょぇあっ くっ けぉくぇさせあっくけ 
きっしすけ さぇいさにゃぇ, っゅけ こさうつうくぇ, くっ 
ゅけゃけさは せあっ け おぇおうた-かうぉけ さっきけくす-
くにた さぇぉけすぇた. 〈ぇおあっ くっ けこさっょっ-
かっくけ おすけ ぉせょっす けしせとっしすゃかはすぬ 
さっきけくす. ╁ しゃはいう し ねすうき くう さけょう-
すっかはき, くう ょぇあっ しけすさせょくうおぇき ╃¨〉 
くっ ういゃっしすくけ, おけゅょぇ ゃけいけぉくけゃうすしは 
っゅけ さぇぉけすぇ» – くぇこうしぇかう けくう くぇき. 
[けょうすっかう くっ しすぇかう せしすさぇうゃぇすぬ 
しおぇくょぇかけゃ うい-いぇ すけゅけ, つすけ うた 
ょっすう けしすぇかうしぬ ぉっい ょっすしおけゅけ しぇょぇ. 
╁いさけしかにっ けおぇいにゃぇかう こけしうかぬくせの 
こけきけとぬ. ╁きっしすっ し いぇゃっょせのとっえ 
けくう いぇくうきぇかうしぬ こけうしおけき こけょ-

さはょつうおぇ, う ゃ ょっくぬ, おけゅょぇ ╆うくぇう-
ょぇ ╋うたぇえかけゃくぇ さってうかぇ こさけゃっしすう 
しさけつくけっ いぇしっょぇくうっ さけょうすっかぬしおけ-
ゅけ おけきうすっすぇ ょっすしおけゅけ しぇょぇ, けょくぇ 
うい きぇき こっさっょぇかぇ っえ すっかっそけく 
ねかっおすさうつっしおけえ おけきこぇくうう. 

– ‶け すっかっそけくせ しけすさせょくうお しおぇ-
いぇか, つすけ ゃ ぉっょっ くぇし くっ けしすぇゃうす, くけ 
うい くぇいゃぇくくにた しせきき しすぇかけ こけくはすくけ 

–  さぇぉけすぇ ょけさけゅけしすけはとぇは. ┿ っしかう 
しすけうきけしすぬ さっきけくすぇ ぉせょっす しゃにてっ 
100 すにしはつ – こさうょひすしは さぇぉけすぇすぬ くぇ 
おけくすさぇおすくけえ けしくけゃっ, つすけ けすくうきっす 
っとひ くっょっかう. ╃ぇ う ょかは せこさぇゃかっ-
くうは けぉさぇいけゃぇくうは, こけけぉっとぇゃてっゅけ 
ゃいはすぬ ゃしっ いぇすさぇすに くぇ しっぉは, ねすけ ょけ-
ゃけかぬくけ くぇおかぇょくけ. 

] しぇきけゅけ いぇおさにすうは さけょうすっかう 
いゃけくうかう う こさっょかぇゅぇかう けさゅぇくう-
いけゃぇすぬ しぉけさ ょっくっゅ くぇ さっきけくすくにっ 
さぇぉけすに, くぇ しけぉさぇくうう  おけきうすっす 
すけあっ ゃにしおぇいぇか ねすせ うょっの. ′け ╆.╋. 
╆けきぇさっゃぇ けすおぇいぇかぇしぬ けす すぇおけえ こけ-
きけとう,  すぇお おぇお «こけあっさすゃけゃぇくうは» 
きけゅせす ゃにかうすぬしは ゃ こさけおせさけさしおせの 
こさけゃっさおせ. 

′ぇ こけきけとぬ いぇゃっょせのとっえ こさう-
てひか けすっち けょくけゅけ うい ゃけしこうすぇくくう-
おけゃ, おけすけさにえ ゃきっしすっ し おけかかっゅぇきう-
ねかっおすさうおぇきう ゃいはかしは いぇ さぇぉけすせ 
せあっ ゃ しさっょせ. 

‶っさゃけくぇつぇかぬくけ ねかっおすさうおう 
いぇこけょけいさうかう, つすけ おぇぉっかぬ こっさっ-
ゅけさっか けおけかけ させぉうかぬくうおぇ, くけ ぉけ-
かっっ すとぇすっかぬくけっ うししかっょけゃぇくうっ 
こけおぇいぇかけ, つすけ こさけぉうす けく こけょ 
いっきかひえ. 

[ぇぉけつうっ ゃさせつくせの さぇしおぇこにゃぇかう 
いっきかの, ゅょっ くぇたけょうかしは こけゃさっあ-
ょひくくにえ せつぇしすけお おぇぉっかは, つすけぉに 
くっ いぇょっすぬ こさけゃけょ. ╉けゅょぇ こけょ 
いっきかひえ こけょおかぇょにゃぇのす おぇぉっかぬ, 
ょっかぇのす こっしつぇくせの こけょせておせ, けくぇ 
くせあくぇ ょかは ょけこけかくうすっかぬくけえ いぇ-
とうすに ねかっおすさけこさけゃけょぇ, し ねすけえ あっ 
ちっかぬの けぉはいぇすっかぬくけ ょけかあくぇ ぉにすぬ 
おうさこうつくぇは おかぇょおぇ.  ╁ きっしすっ, ゅょっ 
ぉにか こさけぉうす こさけゃけょ, おかぇょおぇ う こけ-
ょせておぇ けおぇいぇかうしぬ さぇいさせてっくに – 
こけょ いっきかひえ ぉにかう かうてぬ ぉっすけくくにっ 
ぉせかにあくうおう ゃこっさっきっておせ し ゅさせく-
すけき. ╁けいきけあくけ, くっこさうおけしくけゃっく-
くけしすぬ おぇぉっかは くぇさせてうかう さぇぉけすくう-
おう おけきこぇくうう, おけすけさぇは こさけゃけょうかぇ 
さぇぉけすに ゃ しけしっょしすゃせのとっえ し ょっす-
しおうき しぇょけき きくけゅけねすぇあおっ.  ′け ゃう-
くけゃくにた ぉせょせす うしおぇすぬ せこけかくけきけ-
つっくくにっ けさゅぇくに.  ‶け さっいせかぬすぇすぇき 
いぇおかのつっくうは ぉさうゅぇょに ねかっおすさうおけゃ 
╆うくぇうょぇ ╋うたぇえかけゃくぇ ╆けきぇさっゃぇ 
こかぇくうさせっす くぇこうしぇすぬ いぇはゃかっくうっ 
ゃ こさけおせさぇすせさせ. ╇ っしかう ゃうくけゃくにっ 
ゃしひ あっ ぉせょせす くぇえょっくに, すけ うきっく-
くけ うき こさっょしすけうす ゃけいきっしすうすぬ ょっ-
くっあくにっ しさっょしすゃぇ, こけすさぇつっくくにっ 
くぇ さっきけくす.

– ╀にすぬ きけあっす せ すった, お おけきせ は けぉ-
さぇとぇかぇしぬ せあっ ゃいさけし-
かにっ ょっすう? ╇かう ゃくせおう 
たけょはす ゃ ねかうすくにっ ょっす-
しおうっ しぇょに ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ? ′け きに あっ あう-
ゃひき ゃ けょくけき ゅけさけょっ, 
こけつっきせ せ くうた ょせてぇ 
いぇ ょっすっえ くっ ぉけかうす? 
– しかけゃぇ いぇゃっょせのとっえ 
いゃせつぇす しこさぇゃっょかうゃけ. 

╉けききせくぇかぬとうおけゃ, 
おけすけさにっ けすおぇいにゃぇ-
かうしぬ こけきけつぬ さぇいけ-
ぉさぇすぬしは し おぇぉっかっき, 
こけ いぇおけくせ くう ゃ つひき 
けぉゃうくうすぬ くっかぬいは. 
╁っょぬ お くうき ねかっおすさう-
つっしおぇは あうかぇ くうおぇ-

おけゅけ けすくけてっくうは くっ うきっっす, いぇ-
おけくくにえ たけいはうく – ╃¨〉. ′け おさけきっ 
ぇおすけゃ さぇいゅさぇくうつっくうえ ぉぇかぇくしけ-
ゃけえ こさうくぇょかっあくけしすう, すったくうつっ-
しおうた ょけおせきっくすけゃ う ょけゅけゃけさけゃ 
しせとっしすゃせのす つっかけゃっつっしおうっ けす-
くけてっくうは: こけくうきぇくうっ, ゃいぇうきけ-
ゃにさせつおぇ. ╁っょぬ, おぇお ゅけゃけさうすしは, 
つせあうた ょっすっえ くっ ぉにゃぇっす. 

‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨╁╄[╉┿

╁┿╉┿′〈′｠╄ ]〈┿╁╉╇ [┿╆╃╄╊╇╊ ‶¨-╀[┿〈]╉╇
╁ぇょうき ╋┿『╉╄╁╇』, こけきけとくうお こさけおせさけさぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ

‶[¨╉〉[┿〈〉[┿ ゅけさけょぇ しけゃきっしすくけ しけ しこっちうぇかうしすぇきう そうくぇくしけゃけゅけ せこさぇゃかっ-
くうは ゃ ╀╂¨ こさけゃっかぇ ゃ こっさうけょ し 8 うのくは こけ 27 けおすはぉさは こさけゃっさおせ ちっかっゃけゅけ う 

ねそそっおすうゃくけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは しさっょしすゃ けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ ゃ ̈ ╂〉 «╀っさひいけゃしおぇは 
ゃっすっさうくぇさくぇは しすぇくちうは こけ ぉけさぬぉっ し ぉけかっいくはきう あうゃけすくにた» ゃ 2008-2009 ゅけょぇた.

╁ たけょっ こさけゃっさおう ぉにかけ せしすぇくけゃかっくけ: させ-
おけゃけょうすっかぬ ゃっすしすぇくちうう くっ ゃ こけかくけえ きっさっ 
しけぉかのょぇっす すさっぉけゃぇくうは 《╆ わ273 «¨ こさけ-
すうゃけょっえしすゃうう おけささせこちうう». ╀にかう ゃにはゃかっ-
くに そぇおすに くっねそそっおすうゃくけゅけ うしこけかぬいけゃぇくうは 

ぉのょあっすくにた しさっょしすゃ. 〈ぇお, しけゅかぇしくけ てすぇすくけ-
きせ さぇしこうしぇくうの ゃ せつさっあょっくうう うきっのすしは ょゃっ 
しすぇゃおう ゃけょうすっかは. ¨ょくぇ うい くうた, し きぇおしうきぇかぬ-
くけ せしすぇくけゃかっくくにきう くぇょぉぇゃおぇきう, はゃかはかぇしぬ 
ゃぇおぇくすくけえ. ‶さう ねすけき しさっょしすゃぇ くぇ けこかぇすせ 

すさせょぇ ゃけょうすっかは さぇしたけょけゃぇかうしぬ くぇ ゃにこかぇすに 
うくにき さぇぉけすくうおぇき. ╉さけきっ すけゅけ, てすぇすくにき 
さぇしこうしぇくうっき くっ こさっょせしきけすさっくに しすぇゃおう こけ 
ゃっょっくうの おぇょさけゃけえ さぇぉけすに う ょっかけこさけういゃけょ-
しすゃぇ, ぇ そぇおすうつっしおう こさうおぇいけき させおけゃけょうすっかは 
ねすう けぉはいぇくくけしすう ぉにかう ゃけいかけあっくに くぇ ゅかぇゃ-
くけゅけ う ゃっょせとっゅけ ぉせたゅぇかすっさけゃ, しけけすゃっすしすゃせの-
とうっ ょけこかぇすに こさけういゃっょっくに ぉっい けこさっょっかっくうは 
そぇおすうつっしおうた けぉなひきけゃ ゃにこけかくっくくにた さぇぉけす. 

‶け ょぇくくにき そぇおすぇき こさけおせさぇすせさけえ ゃにくっ-
しっくけ こけしすぇくけゃかっくうっ け ゃけいぉせあょっくうう ょっかぇ 
けぉ ぇょきうくうしすさぇすうゃくけき こさぇゃけくぇさせてっくうう こけ 
しす. 9.1 ╉け┿‶ [《 ゃ けすくけてっくうう させおけゃけょうすっかは 
╀っさひいけゃしおけえ ゃっすしすぇくちうう, けく こさうゃかっつひく お 
ぇょきうくうしすさぇすうゃくけえ けすゃっすしすゃっくくけしすう ゃ ゃうょっ 
てすさぇそぇ. ╉さけきっ すけゅけ, せしすぇくけゃかっくに そぇおすに 
くぇさせてっくうは すさせょけゃけゅけ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ. 
╁うくけゃくけきせ かうちせ けぉなはゃかっく ゃにゅけゃけさ.

╃けおけこぇかうしぬ ゃさせつくせの ょけ うしすうくに
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9:00 》/《 《╊¨[╄′] ′┿╈〈╇′╂╄╈╊

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

11:00 ╃/] 〉]┿╃を╀┿ ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉¨╈ ぁ‶¨》╇

12:00 ╃/] [┿╈ ′┿ ╆╄╋╊╄

12:30 ╃/《 ╉¨╉┿-╉¨╊┿ ′╄ ]╃┿╄〈]ぅ

13:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

14:00 ╃/] ╁¨╈′┿ ╁¨╅╃╄╈

15:00 ╃/《 ¨╃╇′ ‶[¨〈╇╁ 〈┿′╉¨╁ 

16:00 〈/] ]┿╋¨╄ 〈┿╇′]〈╁╄′′¨╄ 〉╀╇╈]〈╁¨

17:00 》/《 《╊¨[╄′] ′┿╈〈╇′╂╄╈╊

18:00 ╃/] ╉〈¨ 〈｠ 〈┿╉¨╈?

19:00 ╃/] 〉]┿╃を╀┿ ぁ╃╁┿[╃╇┿′]╉¨╈ ぁ‶¨》╇

20:00 》/《 ╉.]. ╊をぃ╇]: ╆┿ ‶[╄╃╄╊┿╋╇ ′┿[′╇╇ 

21:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

22:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄

23:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋

0:00 ╃/《 ╅╄′】╇′｠ ╉╄′′╄╃╇

1:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

2:00 ╃/《 ]┿╋｠╈ ╁┿╅′｠╈ ╋┿〈』 ╁ ╅╇╆′╇

3:00 ╃/《 【‶╇¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ╁｠【╊╇ ╇╆ ╋¨[ぅ

4:00 》/《 ╉.]. ╊をぃ╇]: ╆┿ ‶[╄╃╄╊┿╋╇ ′┿[′╇╇ 

5:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

6:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄
7:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋
8:00 ╃/《 ╅╄′】╇′｠ ╉╄′′╄╃╇
9:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄
9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ
10:00 ╃/《 ]┿╋｠╈ ╁┿╅′｠╈ ╋┿〈』 ╁ ╅╇╆′╇
11:00 ╃/《 【‶╇¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ╁｠【╊╇ ╇╆ ╋¨[ぅ
12:00 》/《 ╉.]. ╊をぃ╇]: ╆┿ ‶[╄╃╄╊┿╋╇ ′┿[′╇╇ 
13:00 ╃/《 』〉╃╄]┿ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇
14:00 ╃/] ╁]╄ ¨ ╁┿′ ╂¨╂╄
15:00 ╃/] ╅╇╆′を ] ╁[┿╂¨╋
16:00 ╃/《 ╅╄′】╇′｠ ╉╄′′╄╃╇
17:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄
18:00 ╃/《 ]┿╋｠╈ ╁┿╅′｠╈ ╋┿〈』 ╁ ╅╇╆′╇
19:00 ╃/《 【‶╇¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ╁｠【╊╇ ╇╆ ╋¨[ぅ
20:00 ╃/《 《╄′¨╋╄′ ╂〉╂╊┿
20:30 ╃/] ‶[¨〈╇╁¨[╄』╇╁┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を
21:00 ╃/《 ]╇╊┿ 《╊¨〈┿ ╉¨[¨╊╄╁｠ ╄╊╇╆┿╁╄〈｠
22:00 》/《 ╀╄╂]〈╁¨ ╊ぃ╃¨╁╇╉┿ XVI
23:30 ╃/] ]〉╃′｠╈ ╃╄′を: [┿╈ ╇ ┿╃ ╁ ╇]╉〉]]〈╁╄
0:00 ╃/《 ╀╄╆〉╋╇╄ ╁ ╀╄╊¨╋ ╂¨[¨╃╄
1:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄
2:00 ╃/《 ╃╄〈]╉╇╄ ╋〉╋╇╇ ╇′╉¨╁
3:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿
4:00 ╃/《 《╄′¨╋╄′ ╂〉╂╊┿
4:30 ╃/] ‶[¨〈╇╁¨[╄』╇╁┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を

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

6:00 》/《 ╀╄╂]〈╁¨ ╊ぃ╃¨╁╇╉┿ XVI

7:30 ╃/] ]〉╃′｠╈ ╃╄′を: [┿╈ ╇ ┿╃ ╁ ╇]╉〉]]〈╁╄

8:00 ╃/《 ╀╄╆〉╋╇╄ ╁ ╀╄╊¨╋ ╂¨[¨╃╄

9:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/《 ╃╄〈]╉╇╄ ╋〉╋╇╇ ╇′╉¨╁

11:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿

12:00 ╃/《 《╄′¨╋╄′ ╂〉╂╊┿

12:30 ╃/] ‶[¨〈╇╁¨[╄』╇╁┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を

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

14:00 》/《 ╀╄╂]〈╁¨ ╊ぃ╃¨╁╇╉┿ XVI

15:30 ╃/] ]〉╃′｠╈ ╃╄′を: [┿╈ ╇ ┿╃ ╁ ╇]╉〉]]〈╁╄

16:00 ╃/《 ╀╄╆〉╋╇╄ ╁ ╀╄╊¨╋ ╂¨[¨╃╄

17:00 ╃/] ╁〈¨[┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁ 『╁╄〈╄

18:00 ╃/《 ╃╄〈]╉╇╄ ╋〉╋╇╇ ╇′╉¨╁

19:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿

20:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

21:00 ╃/《 ╉╇〈┿╈]╉╇╄ ‶¨╉¨[╇〈╄╊╇ ╋¨[╄╈

22:00 ╃/《 ]╁ぅ〈¨╈ ‶┿〈[╇╉

23:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿

0:00 ╃/《 〈〉[╇′]╉┿ぅ ‶╊┿】┿′╇『┿

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

2:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

3:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿

4:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

5:00 ╃/《 ╉╇〈┿╈]╉╇╄ ‶¨╉¨[╇〈╄╊╇ ╋¨[╄╈

6:00 ╃/《 ]╁ぅ〈¨╈ ‶┿〈[╇╉

7:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿

8:00 ╃/《 〈〉[╇′]╉┿ぅ ‶╊┿】┿′╇『┿

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

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

11:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿

12:00 ╃/] ┿′╂╊╇ぅ 』┿[╊を╆┿ ╃╇╉╉╄′]┿

13:00 ╃/《 ╉╇〈┿╈]╉╇╄ ‶¨╉¨[╇〈╄╊╇ ╋¨[╄╈

14:00 ╃/《 ]╁ぅ〈¨╈ ‶┿〈[╇╉

15:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿

16:00 ╃/《 〈〉[╇′]╉┿ぅ ‶╊┿】┿′╇『┿

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

18:00 ╃/] ╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 『╇╁╇╊╇╆┿『╇╇

19:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿

20:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

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

『╇ぅ ╁ ╀[╇〈┿′╇╇

22:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿

0:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ ╄╂╇‶╄〈

1:00 ╃ / 《  ‶ ╄ [ ╁ ┿ ぅ  ╋ ╇ [ ¨ ╁ ┿ ぅ  ╁ ¨ ╈ ′ ┿  ╁ 

╃¨╊¨╋╇〈¨╁｠》 ┿╊を‶┿》

2:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

3:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿

4:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

6:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

7:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿

8:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ ╄╂╇‶╄〈

9:00, 17:00 ╃/《 ‶╄[╁┿ぅ ╋╇[¨╁┿ぅ ╁¨╈′┿ ╁ 

╃¨╊¨╋╇〈¨╁｠》 ┿╊を‶┿》

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

11:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿

12:00 ╃/《 ‶¨ ]╊╄╃┿╋ ╁╇╁┿╊を╃╇

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

╁ ╀[╇〈┿′╇╇

14:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

15:00 ╃/] ‶¨╇]╉╇ ]╄╁╄[¨-╆┿‶┿╃′¨╂¨ ‶[¨》¨╃┿

16:00 ╃/] 《┿[┿¨′｠, ╉¨〈¨[｠╄ ‶¨]〈[¨╇╊╇ ╄╂╇‶╄〈

18:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

19:00 ╃/] ]╉[｠〈┿ぅ ‶[┿╁╃┿

20:00 ╃/《 ]╇╉╄[〈 ‶[¨〈╇╁ ]┿[╃╅╄′〈┿

21:00, 5:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇

22:00 ╃/] 〈╄╊¨ ╊╄╂╄′╃｠

23:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇

0:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇

1:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ

2:00 ╃/《 ┿╆╇┿〈｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄

3:00 ╃/] 』┿╈′｠╈ ‶〉〈を ╁ ′╄╀╄]┿

4:00 ╃/《 ]╇╉╄[〈 ‶[¨〈╇╁ ]┿[╃╅╄′〈┿

6:00 ╃/] 〈╄╊¨ ╊╄╂╄′╃｠
7:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇
8:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇
9:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ
9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ
10:00 ╃/《 ┿╆╇┿〈｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄
11:00, 3:00 ╃/] 』┿╈′｠╈ ‶〉〈を ╁ ′╄╀╄]┿
12:00 ╃/《 ]╇╉╄[〈 ‶[¨〈╇╁ ]┿[╃╅╄′〈┿
13:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇
14:00 ╃/] 〈╄╊¨ ╊╄╂╄′╃｠
15:00 ╃/] ╉[┿╉┿〈┿〉. ‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇
16:00 ╃/] ╉¨╋┿′╃┿ ╁[╄╋╄′╇
17:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ
18:00 ╃/《 ┿╆╇┿〈｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄
19:00 ╃/] 』┿╈′｠╈ ‶〉〈を ╁ ′╄╀╄]┿
20:00, 4:00 ╃/] [┿╈ ′┿ ╆╄╋╊╄
20:30, 4:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠
21:00, 5:00 ╃/] 』〈¨ ′┿╋ ╃┿╊┿ ‶[¨╋｠【╊╄′′┿ぅ 

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

5:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╋〉╋╇╈

6:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╂╄¨╂[┿《╇』╄]╉╇╄ ¨〈╉[｠〈╇ぅ

7:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]

8:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

9:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

11:00 ╃/] 』┿╈′｠╈ ‶〉〈を ╁ ′╄╀╄]┿

12:00 ╃/] [┿╈ ′┿ ╆╄╋╊╄

12:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

13:00 ╃/] 』〈¨ ′┿╋ ╃┿╊┿ ‶[¨╋｠【╊╄′′┿ぅ 

[╄╁¨╊ぃ『╇ぅ

13:30 ╃/] ╆┿╂┿╃╉╇ ╋〉╋╇╈

14:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╂╄¨╂[┿《╇』╄]╉╇╄ ¨〈╉[｠〈╇ぅ

15:00 ╃/] ′ぃ[′╀╄[╂]╉╇╈ ‶[¨『╄]]

16:00 ╃/] ¨]〈[¨╁ ╋╇′¨〈┿╁[┿

17:00 ╃/] ╉¨╊¨′╇ぅ

18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

19:00 ╃/] 』┿╈′｠╈ ‶〉〈を ╁ ′╄╀╄]┿

20:00 ╃/] 』┿╈′｠╈ ‶〉〈を ╁ ′╄╀╄]┿

20:30 ╃/] ‶[╄[┿《┿ぁ╊╇〈｠ - ╁╇╉〈¨[╇┿′]╉╇╄ 

[╄╁¨╊ぃ『╇¨′╄[｠

21:00 ╃/] 〈┿╈′｠ ‶¨╃╁¨╃′¨╂¨ ╋╇[┿

22:00 ╃/《 』╇′╂╇]》┿′

23:00 ╃/《 ╉[¨╁┿╁┿ぅ ¨╋┿》┿

6.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》
6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 〈/] «》╇[¨╋┿′〈»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «╉〉》′ぅ»
11.30 «╇′¨]〈[┿′′┿ぅ ╉〉》′ぅ»
12.00 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ′╄╋¨╊¨╃¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿» 
13.30 «╋〉╅]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇»
14.30 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00, 05.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
20.00 〈/] «ぅ 〈╄╀ぅ ╊ぃ╀╊ぃ»
21.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.00 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «]｠′»
01.30 〈/] «]〈[┿]〈╇»
02.30 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»
03.25 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

6.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 〈/] «》╇[¨╋┿′〈»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╇′¨]〈[┿′′┿ぅ ╉〉》′ぅ»
12.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
13.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»
17.00, 05.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «ぅ 〈╄╀ぅ ╊ぃ╀╊ぃ»
21.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.35 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»
23.45 ╃[┿╋┿ «┿〈〈╄]〈┿〈 ╆[╄╊¨]〈╇»
01.35 〈/] «]〈[┿]〈╇»
02.35 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»
03.30 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 〈/] «》╇[¨╋┿′〈»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╇′¨]〈[┿′′┿ぅ ╉〉》′ぅ»
12.00 》/《 «‶¨ ]╄╋╄╈′｠╋ ¨╀]〈¨ぅ〈╄╊を]〈╁┿╋»
14.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»
15.00 «′╄╃╄╊ぅ ╉[┿]¨〈｠»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «ぅ 〈╄╀ぅ ╊ぃ╀╊ぃ»
21.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «¨╃╇′¨╉╇╋ ‶[╄╃¨]〈┿╁╊ぅ╄〈]ぅ ¨╀】╄-

╅╇〈╇╄»
01.30 〈/] «]〈[┿]〈╇»
02.30 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»
03.25 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»
7.00 «′╄╃╄╊ぅ ]〈╇╊ぅ»
8.00 〈/] «》╇[¨╋┿′〈», ╆┿╉╊ぃ』. ]╄[╇╇
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿» 
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «╇′¨]〈[┿′′┿ぅ ╉〉》′ぅ»
12.00 》/《 «¨╃╇′¨╉╇╋ ‶[╄╃¨]〈┿╁╊ぅ╄〈]ぅ 

¨╀】╄╅╇〈╇╄»
13.45 «╆╁┱╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を»
14.30 «╄╃┿ ] ┿.╆╇╋╇′｠╋»
15.00 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 〈/] «ぅ 〈╄╀ぅ ╊ぃ╀╊ぃ»
21.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «]╄[╃『╄ ╀を┱〈]ぅ ╁′¨╁を...»
01.30 〈/] «]〈[┿]〈╇»
02.30 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»
03.25 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

5.50 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.20 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «‶〉╀╊╇』′｠╄ ╃[┿╋｠»

7.30 «╆╁┱╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を» 

8.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

8.30 «〈┿╉┿ぅ ╉[┿]╇╁┿ぅ ╊ぃ╀¨╁を»

9.15 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╆╇╋′ぅぅ ╁╇【′ぅ» 

17.00, 04.55 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

18.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

19.00 «╂╊┿╁′｠╄ 

′¨╁¨]〈╇ ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂┿»

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╉[┿]′｠╈ ╅╄╋』〉╂ ╊ぃ╀╁╇» 

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.35 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

23.45 》/《 «╁┿] ¨╅╇╃┿╄〈 

╂[┿╅╃┿′╉┿ ′╇╉┿′¨[¨╁┿»

01.25 〈/] «]〈[┿]〈╇»

02.25 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»

03.20 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

5.50 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.20 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

7.30 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

9.30 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

10.30 》/《 «╃┿〉[╇ぅ»

14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

14.30 «╃╄╉¨[┿〈╇╁′｠╄ ]〈[┿]〈╇»

15.15 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

16.15 》/《 «╁┿] ¨╅╇╃┿╄〈 

╂[┿╅╃┿′╉┿ ′╇╉┿′¨[¨╁┿» 

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 〈/] «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇» 

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 》/《 «′╄ 》¨╃╇〈╄, ╃╄╁╉╇, ╆┿╋〉╅»

01.20 〈/] «]〈[┿]〈╇»

02.20 〈/] «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

03.55 «╃╁¨╄»

04.55 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»

6.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.30 «╂¨[¨╃┿ ╋╇[┿»

7.00 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

7.30 ╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ╉¨╋╄╃╇ぅ 

«′╄ 》¨╃╇〈╄, ╃╄╁╉╇, ╆┿╋〉╅»

8.45 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «‶¨ぃ】╇╄ ╁ 〈╄[′¨╁′╇╉╄»

18.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

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

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «‶¨ぃ】╇╄ ╁ 〈╄[′¨╁′╇╉╄. 

‶[¨‶〉】╄′′｠╄ ╂¨╃｠» 

23.00 ╉¨╋╄╃╇╈′¨╄ 【¨〉 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╃¨』╉╇-╋┿〈╄[╇»

02.00 〈/] «]〈[┿]〈╇»

03.00 〈/] «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»
11.35, 12.30 》/《 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ╃╄╊¨ 
╉¨╋╇]]┿[┿ ╀╄[╊┿》┿»
12.00 ]╄╈』┿]
14.45 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.55 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
19.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/《 «┿╂╄′〈 «╃[〉╂» ‶[¨〈╇╁ ╂╇〈╊╄[┿»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.00 ]╄╈』┿]
22.30 》/《 «[┿╆╁ぅ╆╉┿»
00.10 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
01.10 ′¨』を ′┿ ‶ぅ〈¨╋
01.40 》/《 «』╄[′┿ぅ ¨[》╇╃╄ぅ»
04.00 ╀〉╃を ‶¨-〈╁¨╄╋〉
05.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»
11.35 》/《 «╇ ′┿ ╉┿╋′ぅ》 [┿]〈〉〈 ╃╄[╄╁をぅ» 
(╁ 12.00 ]╄╈』┿])
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 ╃/] «╉┿╊╄′╃┿[を ‶[╇[¨╃｠. ¨]╄′を»
15.55 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
19.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.00 ]╄╈』┿]
22.30 〈/] «╃¨′′┿ ╊╄¨′. 
[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄ ╁ ╁╄′╄『╇╇»
00.20 》/《 «╆′┿╉¨╋を〈╄]を, ╁┿【┿ ╁╃¨╁┿!»
02.20 ′¨』を ′┿ ‶ぅ〈¨╋
02.50 ╀〉╃を ‶¨-〈╁¨╄╋〉
03.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 22.30 〈/] «╃¨′′┿ ╊╄¨′. 
[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄ ╁ ╁╄′╄『╇╇»
11.20 «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ ╉〉]〈¨»
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.10 》/《 «‶[╇╉┿╆┿′¨ ╁╆ぅ〈を ╅╇╁｠╋»
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.55 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
19.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/《 «〈┿╈′┿ ╃╇‶╊¨╋┿〈┿ わ1. 
┿′╃[╄╈ ╂[¨╋｠╉¨»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.00 ]╄╈』┿]
00.20 》/《 «╉[〉〈┿ぅ ╉¨╋‶┿′╇ぅ»
02.40 ′¨』を ′┿ ‶ぅ〈¨╋
03.10 ╀〉╃を ‶¨-〈╁¨╄╋〉
04.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25, 22.30 〈/] «╃¨′′┿ ╊╄¨′. [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄ 
╁ ╁╄′╄『╇╇»
11.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.00 》/《 «[┿╆╁ぅ╆╉┿»
14.35 ╃/] «╋╇[ ╀〉╃〉】╄╂¨»
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.55 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
19.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.00 ]╄╈』┿]
00.25 》/《 «╋╄』 ]〉╃を╀｠»
02.30 ′¨』を ′┿ ‶ぅ〈¨╋
03.00 ╀〉╃を ‶¨-〈╁¨╄╋〉
04.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 〈/] «╃¨′′┿ ╊╄¨′. [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄ 
╁ ╁╄′╄『╇╇»
11.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.00 ]╄╈』┿]
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.10 》/《 «‶[╇╃〉[╉╇»
15.00 ]╄╈』┿]
15.30 ╃/] «╉┿╊╄′╃┿[を ‶[╇[¨╃｠. ¨]╄′を»
15.55 〈/] «╄[╋┿╉»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
19.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.00 》/《 «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を», 

1 ]╄[╇ぅ
00.40 》/《 «】╄╊╉′╇ ‶┿╊を『┿╋╇ 〈¨╊を╉¨ [┿╆»
02.50 》/《 «╋╄』 ]〉╃を╀｠»
04.55 ╃/《 «╋〉╋╇╇ ]╇『╇╊╇╇»

6.00 ╃/] «╊〉』【╄╄ ╇╆ ╂¨╊╊╇╁〉╃┿»

7.00 ╃/《 «′┿〉╉┿ ¨ ╃╄〈ぅ》»

8.00 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

9.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

11.00 》/《 «╊¨[╃-╁¨[»

13.05 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

14.05 』╄╊¨╁╄╉. ╆╄╋╊ぅ. ╁]╄╊╄′′┿ぅ

15.05 ╃/] «╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»

16.00 ]╄╈』┿]

16.30 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

20.40 》/《 «╆┿╃┿』┿ ] 〈[╄╋ぅ ′╄╇╆╁╄]〈′｠╋╇»

23.25 》/《 «ぁ《《╄╉〈 ╀┿╀¨』╉╇»

01.40 》/《 «′┿‶¨╊╄¨′»

6.00 ╃/] «╊〉』【╄╄ ╇╆ ╂¨╊╊╇╁〉╃┿»

7.00 ╃/《 «╁′〉〈[╇ ╆┿〈╄[ぅ′′¨╈ ╂[¨╀′╇『｠ ╇[¨╃┿»

8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋

8.20 》/《 «〈[╇ 〈¨‶¨╊ぅ ′┿ ‶╊ぃ】╇》╄»

9.55 ╃/《 «╉〉╉〉【╉┿»

11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨

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

13.30 ╁]〈[╄』╇ ′┿ ╋¨》¨╁¨╈

14.30 》/《 «¨‶┿]′¨ ╃╊ぅ ╅╇╆′╇!»

16.20 》/《 «‶┿[╇╅]╉╇╄ 〈┿╈′｠»

18.30 ╂╊┿╁′¨╄

19.30 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋

19.40 ╃/《 «]〈〉』┿〈を ╀｠ [┿╃...»

20.40 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋

21.30 》/《 «╃╄╊¨ ‶┱]〈[｠》»

23.35 》/《 «╂¨[¨╃ ╀¨╂┿ - 2»

01.45 》/《 «‶┿〉╉»

03.45 ╃/] «╂¨╊╊╇╁〉╃ ‶[¨〈╇╁ ╋┿《╇╇»

05.05 ╃/《 «╉〉╉〉【╉┿»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 05.00 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.30 》/《 «′┿ ╃╄[╇╀┿]¨╁]╉¨╈ 》¨[¨【┿ぅ ‶¨-

╂¨╃┿ ╇╊╇ ′┿ ╀[┿╈〈¨′-╀╇』 ¨‶ぅ〈を 
╇╃〉〈 ╃¨╅╃╇»

13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00, 21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 ╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
22.00, 00.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
01.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.45 》/《 «╂╃╄ 042?»
03.00 》/《 «╋¨╊′╇ぅ. ]╋╄[〈╄╊を′｠╈ [┿╆[ぅ╃»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30, 14.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
10.30 》/《 «╂╃╄ 042?»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 ╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.35 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.05 〈/] «╃′╄╁′╇╉╇ «╉[┿]′¨╈ 〈〉《╄╊を╉╇»
01.35, 05.05 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»
02.05 «╆┿╂┿╃╉╇ ╋╄╃╇『╇′｠»
03.10 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.15 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30, 14.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
10.30 ╋╇]〈╇╉┿ «╁╇╈»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 ╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.35 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.00 〈/] «╃′╄╁′╇╉╇ «╉[┿]′¨╈ 〈〉《╄╊を╉╇»
01.40, 05.05 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»
02.10 ╃/《 «‶┿′╃╄╋╇ぅ»
03.10 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.05 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30, 05.20 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30, 14.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
10.30 》/《 «¨╃╇′ 【┿′] ╇╆ 〈｠]ぅ』╇»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 ╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 
]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.35 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.05 〈/] «╃′╄╁′╇╉╇ «╉[┿]′¨╈ 〈〉《╄╊を╉╇»
01.35, 04.50 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»
02.05 «]┿╋｠╄ ╅〉〈╉╇╄ ╉┿〈┿]〈[¨《｠»
03.05 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.00 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
9.30 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
10.30 》/《 «╋｠ ╇╆ ╃╅┿╆┿»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 ╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.05 〈/] «╃′╄╁′╇╉╇ «╉[┿]′¨╈ 〈〉《╄╊を╉╇»
01.35, 05.00 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»
02.05 «]╄╉[╄〈｠ ]‶¨[〈╇╁′｠》 ╃¨]〈╇╅╄′╇╈»
03.05 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.10 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»

6.00 〈/] «┿╁┿′〈ぃ[╇]〈╉┿»

8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»

8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

9.25 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «]¨〉』┿]〈╇╄ ╁ 〉╀╇╈]〈╁╄»

11.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «╃┿【┿ ╁┿]╇╊を╄╁┿. ╊ぃ╀╇〈╄╊を-

′╇『┿ 』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿. ╀┿]]╄╈′ ] 

╉[¨╉¨╃╇╊┿╋╇»

13.30, 04.15 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

14.30 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»

16.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «╉¨╀[┿. ┿′〈╇〈╄[[¨[»

18.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

19.00 ╀¨╄╁╇╉ «′¨╁╇』¨╉»

21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»

22.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»

22.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»

22.55 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»

00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»

00.30 《┿′〈┿]〈╇╉┿ «╊╄╂╄′╃┿ ¨ ╃[┿╉¨′╄»

02.20 ╀¨╄╁╇╉ «′¨╁╇』¨╉»

04.45 «6 ╉┿╃[¨╁»

6.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
6.30 «‶¨]〈〉‶¨╉»
7.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.20 «╋╄╃╇『╇′]╉¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄»
8.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.30 》/《 «╉〉[を╄[ ′┿ ╁¨]〈¨╉»
11.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «╃┿【┿ ╁┿]╇╊を╄╁┿. ╊ぃ╀╇〈╄╊を′╇『┿ 

』 ┿ ] 〈 ′ ¨ ╂ ¨  ] ｠ ] ╉ ┿ .  ╀ ┿ ] ] ╄ ╈ ′  ] 
╉[¨╉¨╃╇╊┿╋╇»

13.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
14.30 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
16.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «╉¨╀[┿. ┿′〈╇〈╄[[¨[»
18.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
19.00, 02.25 ╀¨╄╁╇╉ «¨〈¨╋]〈╇〈を ╆┿ ┿′╃╅╄╊¨»
21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
22.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
22.55 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
23.30 ╀¨╈『¨╁]╉¨╄ 【¨〉
00.30 〈[╇╊╊╄[ «》ぁ╊╊¨〉╇′. ╁¨]╉[╄【╄′╇╄»
04.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
05.20 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨

¨
》
¨
〈
┿

╇

[
｠
╀
┿
╊
╉
┿

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

《[┿′『〉╆]╉¨╈ ¨》¨〈｠
2:00 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
2:15 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
2:20 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
3:05 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ]╇╀╇[╇ ′┿ [╄╉╄ ぅ╋┿
4:00 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
5:30 ¨》¨〈┿ ╁ ′┿╋╇╀╇╇

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

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

《[┿′『〉╆]╉¨╈ ¨》¨〈｠
5:00 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
5:15 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
5:50 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿

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

¨]〈[¨╁┿》
22:00 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
22:35 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
23:00 ′┿》╊｠]〈
23:30 ¨》¨〈┿ ′┿ ╁┿╊を╃【′╄‶┿ ╁ ╀¨]′╇╇
0:25 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
1:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
1:20 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
1:35 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
2:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
2:35 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
3:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
4:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
4:30 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
5:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
5:25 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
5:55 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇

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

6:15, 10:35 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
6:30 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
7:00 ¨ ] ¨ ╀ ╄ ′ ′ ¨ ] 〈 ╇  ′ ┿ 『 ╇ ¨ ′ ┿ ╊ を ′ ¨ ╈ 

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

¨]〈[¨╁┿》
1:00 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
2:30 ¨》¨〈┿ ′┿ ╁┿╊を╃【′╄‶┿ ╁ ╀¨]′╇╇
3:25 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
4:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
4:20 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
4:35 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
5:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨

6:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
7:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
7:30 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
8:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
8:25 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
8:55 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
9:15 [〉╅を╄
9:30 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
10:00 ╉┿╉ ‶[╇╂¨〈¨╁╇〈を ╉[〉‶′〉ぃ ╃╇』を
11:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
11:55 ╁╇【′╄╁┿ぅ ╉¨]〈¨』╉┿
12:30 ′╇ ‶〉》┿, ′╇ ‶╄[┿
13:00 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
13:15 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
13:40 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
14:00 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
14:30 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
14:55 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
15:25 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
15:45 ]′┿]〈╇
16:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
16:25 ]╊╄╃¨‶｠〈
17:00 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
17:15 ╀┿╈╉╇
17:30 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
17:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
18:15 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
18:30 ╃╇』を ╇ ¨》¨〈′╇╉
19:00 ¨》¨〈┿ ′┿ ¨╊╄′ぅ ╁ ┿[╂╄′〈╇′╄
20:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
20:35 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
21:00 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
22:00 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
22:30 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
22:55 ¨》¨〈╋╇′╇╋〉╋
23:00 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
23:25 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
23:55 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
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ÏÐÎÄÀÞ
• ╉けかぬちぇ, おさにておう おけかけょ-
ちっゃ, ょくうとっ, かのお. ╃けしすぇゃおぇ. 
〈っか. 8-922-129-48-98.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っすおぇ おかぇょけつくぇは, さぇぉうちぇ, 
すおぇくぇは, 『‶╁] けす こさけういゃけょう-
すっかは. ┿ょさっし: ¨ゃけとくけっ けすょっか., 
3/1. 〈っか. 4-24-24, (343)213-
213-4, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけゃけかけおぇ: ゃはいぇかぬくぇは, 
おけかのつぇは, ぇさきぇすせさぇ. 〈っか.
(343)213-213-4, 217-81-61, 228-
43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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-すっくす. 〈っか. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, すっか. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 〈. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 4 き, 8-902-44-93-204.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 4 き, 8-919-38-04-201.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ, 8-912-64-98-020.
[╄╉╊┿╋┿

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

〈っか. 8-922-2-114-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす 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. 8-922-224-02-06.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
〈っか. 8-922-182-85-34, 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. 4-28-58, 8-904-54-07-708.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

• ┿おゃぇぇねさけぉうおぇ.  〈っか. 8-912-
60-01-909. ′ぇすぇかぬは.

[╄╉╊┿╋┿

• ╈けゅぇ ╀.╉.]. ┿えっくゅぇさぇ, 8-912-
67-64-198.

[╄╉╊┿╋┿

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

]こっちすったくうおぇ

ÏÐÎÄÀÞ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╂っさけっゃ 〈させょぇ, 
20, 3/5, 33 き2. 8-906-80-31-495.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ. 『っくすさ. 8-908-90-46-116.
[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÞ
• ╉けきくぇすせ, 8-904-98-90-710.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ., ぉっい きっぉっかう, せか. 
]すさけうすっかっえ, 4ぇ (ぇゅっくす). 8-902-26-92-555.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., こ. 【うかけゃおぇ, 
8-950-19-00-775.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 1-2-3-おけきく. おゃ., 8-953-04-
14-300, 8-912-25-74-911, 8-922-
14-78-587.

[╄╉╊┿╋┿

ÌÅÍßÞ
• 2-おけきく. おゃ., せか. 〈けかぉせたうくぇ, 
15ぇ, + おけきくぇすせ, せか. ]こけさすうゃくぇは, 
4 くぇ ょけき. 8-908-90-58-160.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. 【うかけゃおぇ, くぇ 2-3-
おけきく. おゃ. うかう こさけょぇき いぇ 2 きかく. 
させぉ. 8-912-29-64-607.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ╃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. 〈. 8-904-98-37-546.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿. 〈っか. 8-952-73-23-586.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿ おけかけすにっ, けす 900 させぉ., 
ょけしすぇゃおぇ. 〈っか. 8-963-851-63-43.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ しせたうっ, おけかけすにっ, 
ち. 1000 させぉ. いぇ き3. 〈っか. 8-922-107-55-29.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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. 〈っか. 8-922-21-28-256.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 〈っか. 8-904-54-06-193.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ しせたうっ, おけかけすにっ, ゅけさ-
ぉにかぬ くぇこうかっくくにえ. 8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

• ╄きおけしすぬ 1き3. 8-922-16-43-329.
[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 〈っか. 8-904-389-
54-20, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 
〈っか. 8-912-6-9999-18, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇, 
╊╄]〈′╇『｠. 〈っか. 8-912-045-64-04, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っえそ-ょゃっさう, けす 7500 させぉ., 
8-908-91-22-104.

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉ 3た6, 50 す.さ., 8-922-16-43-
329.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶かうすぇ ゅぇい. 8-963-05-17-198.
[╄╉╊┿╋┿

• 〈╁ Shivaki う Final, 51 しき. 『っくぇ 
1800 さ. (おぇあょにえ). 8-902-40-94-639.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さぇくしこけさすくけえ おけきこぇくうう すさっぉせのすしは 
ゃけょうすっかう おぇす. «╄». ╁けいぬきっき くぇ 
ょうしこっすつっさしおけっ けぉしかせあうゃぇくうっ ぇ/き 
ゅさせいけこけょなっきく. 20 すく. 8-908-90-43-514.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉つっくうお しゃぇさとうおぇ ゃ おせいくの, 
すっか. 8-912-62-37-722.

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇ こうとっゃけっ こさ-ゃけ すさっぉせっすしは 
しかっしぇさぬ, ゃけいさ. 20-50 か., けぉさぇいけゃ. 
しさっょ.-しこっちうぇかぬくけっ, けこにす さぇぉけすに 
けす ゅけょぇ, い/こ けす 12 す.さ. 
〈っか. 4-00-00, ╉けくけくけゃぇ 〈ぇすぬはくぇ 
╁かぇょうきうさけゃくぇ.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けかぬとうおう ょさけゃ, 8-961-57-36-475.
[╄╉╊┿╋┿

• [ぇきとうお くぇ かっくすけつおせ. 8-919-
37-41-219.

[╄╉╊┿╋┿

• 【うくけきけくすぇあくうお, 8-922-11-
11-667.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぉけさとうおう おけさ. きっぉっかう. 〈っか. 
8-950-19-27-732.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ, さぇいくけさぇぉけつうえ, 
けこっさぇすけさ さけいかうゃぇ. 341-59-93.

[╄╉╊┿╋┿

• 《ぇしけゃとうちぇ (くけゃけゅけょくうっ こけ-
ょぇさおう), い/こ けす 12 す.さ. ╂させいつうおう, 
い/こ けす 15 す.さ. ╋っしすけ さぇぉけすに せか. 
‶さけっいあぇは, 9ぇ. 8-922-10-35-353.

[╄╉╊┿╋┿

• ]さけつくけ すさっぉせっすしは せぉけさとうちぇ, 
こけし. ╊っくうくしおうえ, きった. おけかけくくぇ, 
123. 8-902-87-89-198.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさけしかっしぇさぬ, 4-30-35.
[╄╉╊┿╋┿

• 〈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 (けす 1 ょけ 3 き3). 
〈っか. 8-950-644-29-25.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けゃぇくにっ ういょっかうは, 
かっしすくうちに, こっさうかぇ, 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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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 き3), 
8-922-20-59-385, 8-950-19-30-210.

[╄╉╊┿╋┿

• ぃさうょ. せしかせゅう. 8-904-38-08-702.
[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇくすったくうおぇ, おぇつっしすゃっくくけ, 
くっょけさけゅけ. 8-906-80-37-910.

[╄╉╊┿╋┿

•  ╁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, 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÞ
• ‶けさけしはすぇ, 3 きっし. 8-919-39-46-258.

[╄╉╊┿╋┿

′っょゃうあうきけしすぬ

╁ぇおぇくしうう

〉しかせゅう

╅うゃけすくにっ

[ぇいくけっ

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 〈っか. 8-912-229-36-37.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇすっきぇすうおぇ, 5-11 おか., 4-65-81.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋╇′╇-]┿╃╇╉. 8-950-65-65-476.
[╄╉╊┿╋┿

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

ÊÓÏËÞ
• ┿/き «¨╉┿», 8-922-16-43-329.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ┿/き «╂┿╆-53» (しぇきけしゃぇか), 
1988 ゅ.ゃ., しけしす. たけさけてっっ. 8-908-
63-51-043.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

• ╉さけかうおう, きはしけ おさけかうおけゃ, こすう-
ちぇ, きはしけ こすうちに. 8-906-80-94-075.

[╄╉╊┿╋┿

‶さけょせおすに こうすぇくうは

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

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀, ┲┳┬┯
Ò. 8-922-15-66-550

でí½Üïçí¿▲, 
«ぜんげ»-öñë½ÜßÜÑ¡í, 8 ö, 30 ½3

ゎんげñ¿ó, ÇëÜ£ôó¡ó,
ç▲çÜ£ ½ÜïÜëí

[╄
╉╊

┿╋
┿

╇とせ さぇぉけすせ
• ‶かうすけつくうお, 8-912-66-77-053.

[╄╉╊┿╋┿

            ぜñöí¿¿ÜëÇóôñï¡Üñ äëñÑäëó　öóñ
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づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

┿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

すさっぉせっすしは 
(くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ) 

╀〉》╂┿╊〈╄[ 

けこにす さぇぉけすに ゃ 
ぉのょあっすくにた 

けさゅぇくういぇちうはた, いくぇくうっ 
こさけゅさぇきき «1]», 
ぉのょあっす, ┿╋╀┿.

〈っか. 4-33-57, 4-33-10, 
4-33-07

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

〈さっぉせのすしは しこっちうぇかうしすに-けすょっかけつくうおう 

(さぇぉけすぇ し ゅうこしけおぇさすけくけき, せしすぇくけゃおぇ ょゃっさっえ, 
けすょっかけつくにっ さぇぉけすに)

すっか. 4-61-71, 8-922-29-73-098
いゃけくうすぬ ゃ さぇぉけつっっ ゃさっきは ょけ 18.00 づ

ぎ
とず
ん
ぜ
ん

‶さうゅかぇてぇっき くぇ さぇぉけすせ 

こさけょぇゃちけゃ 
こさけょ. すけゃぇさけゃ
- い/こ しゃけっゃさっきっくくけ

- こけかくにえ しけち. こぇおっす

- けぉとっあうすうっ

8-912-24-83-669

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

• ╊うちっくいうさけゃぇくくにっ けたさぇく-
くうおう, 8-904-38-15-745.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けえとうお こけしせょに, こけゃぇさ, 
おけくょうすっさ. 〈っか. 4-84-40, 4-93-13.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇしおさけえとうお, し けこにすけき さぇぉけすに 
くぇ おけあゅぇかぇくす. こさ-ゃけ., ゅ. ╀っさっいけゃ-
しおうえ. 8-922-22-85-477, 4-85-97.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇいくけさぇぉけつうっ (きせあ.), さ-く 
¨ゃけとくけっ けすょ., 8-922-60-65-999.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂けさけょしおけきせ ぉかぇゅけすゃけさうすっかぬ-
くけきせ そけくょせ «╀かぇゅけ» すさっぉせっすしは 
ゃけしこうすぇすっかぬ ょかは さぇぉけすに し 
ょっすぬきう, けおぇいぇゃてうきうしは ゃ すさせょくけえ 
あういくっくくけえ しうすせぇちうえ. 8-952-72-
63-684 (ゃ さぇぉ. ゃさっきは).

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «》ぇさけく» すさっぉせのすしは さぇい-
くけさぇぉけつうっ. 8-922-15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお しすけかはさぇ. 8-922-15-12-760.
[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そ-おっ すさっぉせのすしは: 
くぇつぇかぬくうお こさけうい-ゃぇ, しかっしぇさぬ-
さっきけくすくうお, しすけかはさ-しすぇくけつくうお, 
てゃっは, しゃぇさとうお, しぉけさとうお きはゅ-
おけえ きっぉっかう. 〈っか. 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ゃぇさとうおう ょかは ういゅけすけゃかっくうは 
しっえそ-ょゃっさっえ, さぇぉけすぇ ゃ ゅ. ╀っさっ-
いけゃしおけき. 〈っか. 8 (343) 269-02-06, 
8-908-91-15-502.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し か/ぇ. 8-902-44-80-389.
[╄╉╊┿╋┿

〈さっぉせっすしは 
こけきけとくうお 

ゅかぇゃくけゅけ ぉせたゅぇかすっさぇ 
くぇ こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ 

《たふて ちあいそてふ 
《╆っ′╅【╊]╊〉 

く/た そて 15 おそ 20 て.ち.
〈╊』【《 『╅╆《【ぉ:
え. ╆かちかくそうつさけこ,
 た. ]かせけせつさけこ. 

づñ£0½ñ äëóï▲¿íöá Öí e-mail: 
katran-2008@mail.ru 

ó¿ó äÜ âí¡ïÜ: (343) 344-00-28.

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

¨¨¨ «〉さぇかぬしおぇは こさけきにてかっくくぇは おけきこぇくうは»
‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ′┿ [┿╀¨〈〉

うくあっくっさぇ ╉╇‶ぇ, しゃぇさとうおぇ
(343) 382-75-64

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

[┿╆｠]╉╇╁┿╄〈]ぅ!
]〈┿[¨╃〉╀『╄╁ ╄╁╂╄′╇╈ ‶╄〈[¨╁╇』

1939 ゅけょぇ さけあょっくうは.
] 10 こけ 11 けおすはぉさは くけつぬの せてっか うい ょけきぇ (こ. ′けゃけぉっさっいけゃしおうえ) 

こさっょこけかけあうすっかぬくけ ゃ しすけさけくせ ╉ぇかうくけゃおう う くっ ゃっさくせかしは. ]すさぇょぇっす 
こけすっさっえ こぇきはすう.

¨しけぉにっ こさうきっすに: ぉけさけょぇ う せしに. 
╀にか けょっす: しうくうっ ょあうくしに, つっさくぇは おせさすおぇ, ゅぇかけてう しっさけゅけ ちゃっすぇ, 

てぇこおぇ-せてぇくおぇ. 
╁しっき, おすけ けぉかぇょぇっす おぇおけえ-かうぉけ うくそけさきぇちうっえ け っゅけ きっしすけくぇたけあょっ-

くうう, こさけしぬぉぇ こけいゃけくうすぬ こけ すっか. 8-908-63-96-401. 
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┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤,

┰┴┤┰┲┴┱┤╃ ┮┴┲┼┮┤, 
┶┲┴┸, ┱┤┦┲┫, 

┻┩┴┱┲┫┩┰, ┲┳┬┯
┨┲┵┶┤┦┮┤, ┦┿┦┲┫ ┰┷┵┲┴┤

┶╉[. 8-904-38-78-067

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 15096. 〈うさぇあ 3240. ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿ - 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.

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

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

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

www.gostspecstroy.ru  ┶╉[.: 219-43-83, 8-904-16-15-763
[╄╉╊┿╋┿

1300

14
00

╀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).

[╄╉╊┿╋┿

20 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß8

┨┲┵┶┤┦┮┤ 
┱┤┦┲┫, ┶┲┴┸, ┫┩┰┯╃
〉』『╉╆, ぃ╉╅╉〈ぉ, 『‶╄[╄, 

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈.
8-906-80-17-706

づぎとずんぜん

WEB-]ぇえすに, 
‶さけゅさぇききうさけゃぇくうっ.

8-922-11-11-667

づぎとずんぜん

www.terra_ekb.ru

22 ó 23 ÖÜ　ßë　 ï 10-00 ÑÜ 19-00 

ç とがぴ «がëÜ¢ßí» (2 ~öí¢)
½ñêÜçí　 　ë½íë¡í «Ïÿòè>îðñêèå Bóáû»

ぜÜÑÖ▲ñ üÜß¡ó ëí£¿óôÖ▲ê âíïÜÖÜç ó ëíïîçñöÜ¡ 
üÜß▲ ó£ ½ÜöÜÖí Üö 10 ö.ë. 
üÜß▲ ó£ ÖÜöëóó Üö 25 ö.ë.
üÜß▲ ó£ ïÜë¡í Üö 25 ö.ë.
üÜß▲ ó£ ÖÜë¡ó Üö 30 ö.ë. 
ëí£½ñë▲ Üö 38 ÑÜ 68
づíïïëÜô¡í 0% Öí 6 ½ñï　îñç. 1-ú ç£ÖÜï Üö 10% - ßñ£ äñëñä¿íö▲.

とëñÑóö ÑÜ 2-¿ñö. 1-ú ç£ÖÜï Üö 10 %, ÜÑÜëÜ¢íÖóñ öÜçíëí Öí 1% ç ½ñï　î.
が¿　 ÜâÜë½¿ñÖó　: 2 ÑÜ¡Ü½ñÖöí ÇÜï. Üßëí£îí – äíïäÜëö + ïöëíê. äñÖï. 

ÜÑÜïöÜçñëñÖóñ (ó¿ó äëíçí, ó¿ó £íÇëíÖ. äíïäÜëö, ó¿ó ごぞぞ).

づぎとずんぜん

ぜÜÑÖ▲ñ üÜß¡ó ëí£¿óôÖ▲ê âíïÜÖÜç ó ëíïîçñöÜ¡ぜÜÑÖ▲ñ üÜß¡ó ëí£¿óôÖ▲ê âíïÜÖÜç ó ëíïîçñöÜ¡

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿

╊╄』╄′╇╄:
• ごïäÜÇí  • づÜ¢ó

• でÇ¿í£í  • ゎë▲¢ó
• でÜöë　ïñÖó　 

ÇÜ¿ÜçÖÜÇÜ ½Ü£Çí ó Ñë.

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

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

【かし. 8-950-20-98-866

┺╉〈』》 
┱╉』》╄╈′｠′〉〈〈ぇ‒ 
┰╉』〉╈〉╆ ┯╉を╉〈′ょ

]くはすうっ すはゅう お ぇかおけゅけかの
きっすけょけき おけょうさけゃぇくうは

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

24 せそみいちみ つ 12 おそ 13 ね. う ╈[╉を «╉ちときいあ»                                                              
]かせたけゃにっ ぇここぇさぇすに. 

げíÜüÖ▲ñ: Üö 3900 ÑÜ 6000 ë. とíë½íÖÖ▲ñ: Üö 5300 ÑÜ 7100 ë.  
ぴóâëÜç▲ñ: Üö 6000 ÑÜ 10700 ë. 

ばïó¿óöñ¿á £çÜ¡í (¡íë½íÖÖ▲ú ó £íÜüÖ▲ú) – 2500 ë.
ゑ▲ñ£Ñ Öí ÑÜ½ äÜ £í　ç¡ñ.   Ç. ご¢ñçï¡   öñ¿. 8-922-50-36-315
 ‶けかっいくにっ すけゃぇさに ょかは ょけきぇ う いょけさけゃぬは.

¨つおう ‶ぇくおけゃぇ – ょかは ゃけししすぇくけゃかっくうは いさっくうは – 5700 さ. 
╀ぇかぬいぇき ‶ぇくおけゃぇ – 450 さ. 
╃にたぇすっかぬくにえ すさっくぇあっさ «]ぇきけいょさぇゃ». 
┿おすうゃぇすけさに: «]っさっぉさはくぇは» う «╅うゃぇは-きっさすゃぇは ゃけょぇ». 
╇けくういぇすけさに «╂けさくにえ ゃけいょせた». ┿ここかうおぇすけさに «╉けかのつうえ ょけおすけさ» – 680 さ. 
╁うぉさけきぇししぇあくにっ こけはしぇ, あうかっすに, くぇおうょおう, てけさすに – ょかは おけささっおちうう そうゅせさに. 
╋ぇししぇあっさに ょかは ゅけかけゃに 250-1200 さ. ╋ぇししぇあくぇは ょけさけあおぇ-こさけそうかぇおすうおぇ 
こかけしおけしすけこうは. 
‶け ゃぇてうき こさけしぬぉぇき -きぇししぇあっさ «[っかぇおし すけく» – きけとくにえ, くぇょっあくにえ, こけさすぇすうゃくにえ 
(4 くぇしぇょおう) – 2600 さ.  ¨すこせゅうゃぇすっかう ゅさにいせくけゃ う しけぉぇお. 
ぁかっおすさけくくぇは こさうきぇくおぇ ょかは さにぉに. 〉かぬすさぇいゃせおけゃにっ しすうさぇかぬくにっ きぇてうくおう.
╉ぇさすうくぇ – «けぉけゅさっゃぇすっかぬ». ]ゃ-ゃけ わ 305183220300021

╇きっのすしは こさけすうゃけこけおぇいぇくうは. ′っけぉたけょうきぇ おけくしせかぬすぇちうは しこっちうぇかうしすぇ.

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

óë. Ìèðà, 4, Ìàãàçèí «777», òåë. 8-922-61-68-766

ぜ▲ çïñÇÑí äÜ½Ü¢ñ½ äÜÑÜßëíöá äÜÑíëÜ¡ Öí 
ぞÜç▲ú ÇÜÑ, ïÜôñöí0àóú ç ïñßñ 

äÜ¿á£Ü ó ÜÑÜçÜ¿áïöçóñ!

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

25  íîÿáðÿ ñ 10 äî 17 («Äâîðåö ìîëîäåæè»)

Âûñòàâêà-ïðîäàæà:
- òþëü
- âóàëü
- øòîðû
- ïîêðûâàëà
- îðãàíçà

Âñå ïî 80 ðóá./ìåòð づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, せか. 9 ぅくゃぇさは.  
〈.: 3-04-45,  8-902-87-05-333

]〈[¨╈╋┿〈╄[╇┿╊｠

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

┿さけきぇ-さけきぇ
┿さけきぇすうつっしおうっ:

- しゃっつう
- ょうそそせいっさに ょかうすっかぬくけゅけ 

ょっえしすゃうは
- しぇてっ ょかは ておぇそけゃ, こっこっかぬくうち, 

きぇてうく, けぉせゃう
- ぉかぇゅけゃけくうは

- きぇしかぇ ょかは ぉぇくう, しぇせくに, 
きぇししぇあぇ, ぇさけきぇかぇきこ

┿さけきぇかぇきこに
Ü¿. ゎíÇíëóÖí, 10 

(どぴ «ん¿á　Öï» ï 10:00 ÑÜ 19:00)
ぢëñÑé　çóöñ¿0 ¡ÜäÜÖí ï¡óÑ¡í 10% Öí ÑóââÜ£ñë▲
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┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, ゅょっ 

こさけょぇひすしは ╀[, うかう けすくっしすう こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ, せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9.

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

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

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



┿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
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21 くけはぉさは し 10 ょけ 18 
╁ ╂╉╃『 «╃させあぉぇ» 

しけしすけうすしは ゃにしすぇゃおぇ-こさけょぇあぇ 
あっくしおうた こぇかぬすけ う てぇこけお 

そぇぉさうおう «]っいけく» (ゅ. ‶っさきぬ). 

づぎとずんぜん

• [ぇししさけつおぇ けす 3 ょけ 6 きっしはちっゃ. 
• ‶っさゃけくぇつぇかぬくにえ ゃいくけし けす 1000 させぉ. 
‶さう しっぉっ うきっすぬ こぇしこけさす, ╇′′.
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