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‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
‶はすくうちぇ, 26 くけはぉさは

¨ぉかぇつくけ, しくっゅ, 
ょくひき -3...-7, くけつぬの -12...-14

╁っすっさ しっゃっさけ-ゃけしすけつくにえ, 3 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 730 きき さす.しす.

]せぉぉけすぇ, 27 くけはぉさは
¨ぉかぇつくけ, 

ょくひき -10...-12, 
くけつぬの -15...-17

╁っすっさ しっゃっさけ-ゃけしすけつくにえ, 2 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 736 きき さす.しす.
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╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁, そけすけ ┿かひくに ╊┿]╉〉〈¨╁¨╈

‶[¨╃¨╊╅┿╄╋ さぇししおぇい けぉ  けしくけゃくにた くぇこさぇゃかっくうはた くけゃけ-
ゅけょくっえ さぇぉけすに ぇょきうくうしすさぇちうう ゅけさけょぇ.

』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? [ぇししおぇいにゃぇっす 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.

╂かぇゃくにえ くけゃけゅけょくうえ しのさこさうい 
こけょゅけすけゃかっく ょかは かのぉうすっかっえ こさけゅせ-
かけお こっておけき, くぇ ゃっかけしうこっょぇた, かにあぇた 
う し ょっすしおうきう おけかはしおぇきう こけ けょくけえ うい 
«ゃういうすくにた おぇさすけつっお» くぇてっゅけ ゅけさけ-
ょぇ – 〈さけこっ いょけさけゃぬは.

] ょっおぇぉさは こけ きぇさす きに こかぇくうさせっき 
しょっかぇすぬ けしゃっとっくうっ くけゃけゅけ せつぇしすおぇ, 
こさけかけあっくくけゅけ こけいぇこさけてかけえ けしっくぬの 
けす しこけさすこかけとぇょおう, つっさっい 【うかけゃしおうえ 
ゃけょけひき, お «╋っょゃっょの». ╀けかっっ つっき 
すさひたおうかけきっすさけゃにえ せつぇしすけお, おけすけ-
さにえ こさぇゃうかぬくっっ すっこっさぬ くぇいにゃぇすぬ くっ 
«すさけこけえ», ぇ «おさせゅけき» うかう «おけかぬちけき», 

こさうけぉさっすひす ちうゃうかういけゃぇくくにえ けぉかうお う, 
くぇょっのしぬ, くけゃにた こけおかけくくうおけゃ. ╃けかゅけ 
ゃにぉうさぇかう きぇすっさうぇか しすけかぉけゃ けしゃっとっ-
くうは. ╀っすけく, おけくっつくけ, ょけかゅけゃっつくっっ, くけ, 
ゃ さっいせかぬすぇすっ, きに しおかけくうかうしぬ ゃしひ-すぇおう 
お ょっさっゃはくくにき けこけさぇき し ぉっすけくくにきう 
こぇしにくおぇきう. ]けゅかぇしうすっしぬ, ゃ しけしくけゃけえ 
いけくっ けすょにたぇ ぉっすけく くっせきっしすっく.

┿ すったくうつっしおうた こさけぉかっき こけ せしすぇ-
くけゃおっ いうきけえ くっ ゃけいくうおくっす – かせくおう 
こけょ けこけさに ょっかぇっす はきけぉせさ, おけすけさけきせ 
きけさけいに くうこけつひき. ╇ いぇきっすぬすっ, ゃしひ 
ねすけ こかぇくうさせっすしは しょっかぇすぬ くぇ ゃくっ-
ぉのょあっすくにっ しさっょしすゃぇ.

╁けけぉとっ, こっさゃっえてぇは いぇょぇつぇ ぇょきう-
くうしすさぇちうう – ねすけ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ, 
しけいょぇくうっ せょけぉしすゃ ょかは ゅけさけあぇく. ¨くけ 
いぇおかのつぇっすしは ゃ けしゃっとっくうう せかうち, ゃ 
しけいょぇくうう せょけぉくにた こぇさおけゃけお, ゃ しすさけ-
うすっかぬしすゃっ ょけさけゅ, ょっすしおうた ゅけさけょおけゃ, 
こぇさおけゃにた いけく う す.ょ. ╇ こさけてかけゅけょ-
くうえ こさけっおす «╆ぇおぇあう しっぉっ すさけすせぇさ», 
おけすけさにえ きに こさけゃけょうかう しけゃきっしすくけ し 
ゃぇてっえ ゅぇいっすけえ, けょくけいくぇつくけ ぉせょっす 
こさけょけかあぇすぬしは. ′っ いぇぉせょっき う け こけょ-
ょっさあぇくうう ゃ こけさはょおっ せあっ こけしすさけっく-
くにた ょけさけゅ. ]せききぇ そうくぇくしうさけゃぇくうは 
っとひ くっ けこさっょっかっくぇ, くけ きに こけしすぇ-
さぇっきしは くっ しくうあぇすぬ すっきこに ぉかぇゅけせ-
しすさけえしすゃぇ.

〈けかぬおけ つすけ けぉしせあょぇかう ゃけこさけし 
せぉけさおう ゅけさけょぇ けす しくっゅぇ. ╋けあくけ し 
せゃっさっくくけしすぬの しおぇいぇすぬ, つすけ ねすけえ いう-

きけえ ぉせょっす ぉけかぬてっ せょっかはすぬしは ゃくうきぇ-
くうは つうしすおっ すさけすせぇさけゃ.

》けつせ けぉさぇょけゃぇすぬ ゅけさけあぇく: ゃ 2011 
ゅけょせ きに しくけゃぇ うきっっき ゃけいきけあくけしすぬ 
こけかせつうすぬ ょっくぬゅう こけ 185 《╆ くぇ おぇこさっ-
きけくすに ょけきけゃ. ╃っかけ – いぇ くっさぇゃくけょせて-
くにきう ゅけさけあぇくぇきう, おけすけさにっ ょけかあくに 
しけいょぇすぬ 〈]╅ う せしこっすぬ こけょぇすぬ いぇはゃおせ 
くぇ けぉくけゃかっくうっ しゃけっゅけ あうかぬは.

┿ お かっすせ こかぇくうさせっすしは いぇこせしすうすぬ ょっす-
しおうえ かぇゅっさぬ «╆ぇさくうちぇ». ╃っくぬゅう くぇ っゅけ 
おぇこうすぇかぬくせの さっおけくしすさせおちうの ゃにょっかは-
のすしは うい ぉのょあっすぇ ゅけさけょぇ う くっしおけかぬおうた 
おけききっさつっしおうた おけきこぇくうえ, いぇうくすっさっしけ-
ゃぇくくにた ゃ すけき, つすけぉに ょっすう うた しけすさせょくう-
おけゃ, すぇおあっ おぇお う ょっすう さぇぉけすくうおけゃ ぉのょ-
あっすくにた けさゅぇくういぇちうえ, しきけゅかう こけかせつうすぬ 
こけかくけちっくくにえ けすょにた. ╊ぇゅっさぬ ぉせょっす 
こさうくうきぇすぬ こけ 130 つっかけゃっお ゃ しきっくせ.  

′せ う, おけくっつくけ, ゅかぇゃくけえ いぇ-
ょぇつっえ ぇょきうくうしすさぇちうう はゃかはっすしは 
こけょゅけすけゃおぇ きぇさすけゃしおうた ゃにぉけさけゃ 
くけゃけゅけ ゅかぇゃに. ╋ぇかけ おすけ しけ しすけ-
さけくに ょけゅぇょにゃぇっすしは け すけき けぉなひきっ 
さぇぉけすに, おけすけさにえ くぇき こさっょしすけうす 
こさけゃっさくせすぬ. ′ぇき くせあくけ けさゅぇくう-
いけゃぇすぬ ういぉうさぇすっかぬくにっ おけきうししうう, 
ゃにょっかうすぬ, しけゅかぇしけゃぇすぬ う けぉけさせ-
ょけゃぇすぬ ういぉうさぇすっかぬくにっ せつぇしすおう, 
けぉっしこっつうすぬ こけさはょけお, けすしせすしすゃうっ 
こさけゃけおぇちうえ う くぇさせてっくうえ いぇおけくけ-
ょぇすっかぬしすゃぇ. 

╉ぇかっくょぇさぬ けしくけゃくにた きっさけこさうは-
すうえ こけ こさけゃっょっくうの ゃにぉけさけゃ ゅかぇゃに 
╀╂¨, おけすけさにっ しけしすけはすしは 13 きぇさすぇ 
2011 ゅけょぇ, くぇきっつっく. ╂かぇゃくけっ, つすけぉに 
う ぉっさっいけゃつぇくっ ゃおかのつうかう ねすせ ょぇすせ ゃ 
しゃけえ おぇかっくょぇさぬ.
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‶けつっきせ くぇょけ ゃにこうしぇすぬ 
くぇてせ ゅぇいっすせ? ‶けすけきせ つすけ, 
こけょこうしぇゃてうしぬ くぇ くぇてせ ゅぇいっ-
すせ, ゃに ぉせょっすっ さっゅせかはさくけ こけかせ-
つぇすぬ ょけしすけゃっさくせの うくそけさきぇちうの 
け あういくう けおさせゅぇ, おけくしせかぬすぇちうう 
しこっちうぇかうしすけゃ こけ しけちうぇかぬくけ-
ねおけくけきうつっしおうき ゃけこさけしぇき, こさけ-
しきぇすさうゃぇすぬ さっおかぇきくにっ う つぇしすくにっ 
けぉなはゃかっくうは, けすょにたぇすぬ ゃきっしすっ し 
くぇきう, つうすぇは おせかうくぇさくせの, あっく-
しおせの, きけかけょひあくせの う す.ょ. しすさぇ-
くうちに.

‶けつっきせ ねすけ くぇょけ しょっかぇすぬ 
こさはきけ しっえつぇし? ‶けすけきせ つすけ ゃに-
こうしぇすぬ くぇてせ ゅぇいっすせ くぇ こっさゃけっ こけ-
かせゅけょうっ しかっょせのとっゅけ ゅけょぇ きけあくけ 
すけかぬおけ ょけ 20 ょっおぇぉさは. ]すけうきけしすぬ 
こけかせゅけょけゃけえ こけょこうしおう し ょけしすぇゃ-
おけえ しけしすぇゃかはっす 432,54 させぉかは. 
┿ っしかう ゃに こさうょひすっ ゃ さっょぇおちうの, 
しきけあっすっ けそけさきうすぬ こけょこうしくけえ 
ぇぉけくっきっくす ぉっい ょけしすぇゃおう. 〈けゅょぇ 
しすけうきけしすぬ ぉせょっす くうあっ う しけしすぇゃうす 
300 させぉかっえ いぇ こけかゅけょぇ.

‶けつっきせ くぇょけ こさうえすう お くぇき 
ゃきっしすっ しけ しゃけうきう いくぇおけきにきう 
う ょさせいぬはきう? ‶けすけきせ つすけ きくけゅうっ 
うい くうた こけおぇ くっ しすぇかう ょさせいぬはきう 
くぇてっえ ゅぇいっすに! ‶さうゃけょうすっ すった, 
おすけ ょけ ねすけゅけ くっ ぉにか こけょこうしぇく くぇ 
«╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ», こせしすぬ 
しょっかぇのす ねすけす さってうすっかぬくにえ てぇゅ. 

‶けつっきせ くぇょけ こさけしすけ こさうえ-
すう ゃ さっょぇおちうの? ‶けすけきせ つすけ 
けそけさきかっくうっ こけょこうしおう ゃ さっょぇお-
ちうう – こさっおさぇしくにえ こけゃけょ こけ-
ょっかうすぬしは くぇぉけかっゃてうき, いぇょぇすぬ 
あせさくぇかうしすぇき ゃけこさけしに, こけしけゃっ-
すけゃぇすぬ, くぇ おぇおうっ すっきに くぇき しすけうす 
けぉさぇすうすぬ ゃくうきぇくうっ, しおぇいぇすぬ, け 
つひき ゃに たけすっかう ぉに こけつうすぇすぬ ゃ ぉせ-
ょせとっき ゅけょせ. ‶さうたけょうすっ う さぇししおぇ-
いにゃぇえすっ, ょかは くぇし ゃぇあくけ きくっくうっ 
くぇてうた つうすぇすっかっえ.

╋に あょひき ゃぇし こけ ぇょさっしせ: 
せかうちぇ ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9.
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«‶¨』╄╋〉»
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╃╄′を ╃¨′¨[┿
]っゅけょくは, 25 くけはぉさは, ゃ けすょっかっ-

くうう こっさっかうゃぇくうは おさけゃう くぇ すっさ-
さうすけさうう ぉけかぬくうつくけゅけ ゅけさけょおぇ し 
9.00 ょけ 12.00 こさけゃけょうすしは ╃っくぬ 
ょけくけさぇ! ]ょぇすぬ おさけゃぬ きけゅせす ゅけさけ-
あぇくっ, ょけしすうゅてうっ 18-かっすくっゅけ ゃけい-
さぇしすぇ, くっ うきっのとうっ たさけくうつっしおうた 
いぇぉけかっゃぇくうえ しっさょちぇ, こっつっくう, 
こけつっお, かひゅおうた, くっ しすさぇょぇのとうっ 
ぇかおけゅけかういきけき, くぇさおけきぇくうっえ, 
ゃっくっさうつっしおうきう いぇぉけかっゃぇくうはきう, 
すせぉっさおせかひいけき, ╁╇』-うくそっおちうっえ, 
ゅっこぇすうすけき B, C. 

╃〉╋┿ ╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ 
╂¨[¨╃]╉¨╂¨ ¨╉[〉╂┿

[╄【╄′╇╄ わ168 けす 03.11.2010
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‶¨╊′¨╋¨』╇╈ ╂╊┿╁｠ 
╀╄[╄╆¨╁]╉¨╂¨ ╂¨[¨╃]╉¨╂¨ 
¨╉[〉╂┿  ╀[¨╆¨╁]╉¨╂¨ ╁.‶.

[ぇししきけすさっゃ いぇはゃかっくうっ ゅかぇゃに 
╀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 ╀さけいけゃしおけゅけ ╁.‶. け ょけしさけつくけき 
こさっおさぇとっくうう こけかくけきけつうえ,  ゃ しけ-
けすゃっすしすゃうう  し こせくおすぇきう 10, 11, 12 
しすぇすぬう 28 〉しすぇゃぇ ╀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, ╃せきぇ ╀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 

[╄【╇╊┿:
1. ‶さっおさぇすうすぬ こけかくけきけつうは ゅかぇ-

ゃに ╀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 
╀さけいけゃしおけゅけ ╁はつっしかぇゃぇ ‶うせしけゃうつぇ  
ょけしさけつくけ  ゃ しゃはいう し くぇいくぇつっくうっき 
っゅけ くぇ ょけかあくけしすぬ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 
ゅさぇあょぇくしおけえ しかせあぉに. 

2. ‶けかくけきけつうは ゅかぇゃに ╀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 ょけ うい-
ぉさぇくうは ゅかぇゃに ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 
ゃさっきっくくけ うしこけかくはっす こっさゃにえ いぇ-
きっしすうすっかぬ ゅかぇゃに ┿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 
╉ぇさこけゃ ╇ゅけさぬ ╁かぇょうきうさけゃうつ.

3. ¨こせぉかうおけゃぇすぬ くぇしすけはとっっ さってっ-
くうっ ゃ ゅぇいっすっ «╀っさっいけゃしおうえ さぇぉけつうえ».

╄.]. ╂けゃけさせたぇ, 
‶さっょしっょぇすっかぬ ╃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                                                    

‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄
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╉せさし おけさぇぉかは いぇゃうしうす けす おぇこうすぇ-
くぇ. ┿ おけゅょぇ せ てすせさゃぇかぇ ねくっさゅうつくにえ 
う こさっょこさううきつうゃにえ させかっゃけえ, すけ 
しせょくけ し かひゅおけしすぬの こさっけょけかっっす う 
てすけさき, う ぉせさの, う ょけきつうすしは ょけ くぇ-
きっつっくくけえ ちっかう. 〈ぇお う きけかけょけえ きねさ 
ょっさあぇか おせさし くぇ こけょさぇしすぇのとっっ こけ-
おけかっくうっ, う ぉかぇゅけょぇさは ねすけきせ ¨すょっか 
こけ ょっかぇき きけかけょひあう しきけゅ ゃけこかけすうすぬ 
ゃ あういくぬ きぇしてすぇぉくにっ こさけっおすに.  

¨ ょっかぇた きけかけょにた きに こけぉっしっょけゃぇ-
かう し いぇゃっょせのとっえ ̈ ╃╋ ╇さうくけえ ╁かぇ-
ょうきうさけゃくけえ ‶¨′¨╋┿[┱╁¨╈. 

– ╇さうくぇ ╁かぇょうきうさけゃくぇ, いぇ 
こけしかっょくうっ ゅけょに  ¨╃╋ さっぇかう-
いけゃぇか つっさっょせ くけゃにた こさけっおすけゃ, 
ゃ  ゅけさけょっ ゃけいさけょうかしは ╃っくぬ きけ-
かけょひあう. ′ぇ ゃぇて ゃいゅかはょ, きけかけ-
ょひあくぇは あういくぬ ゃ ゅけさけょっ しすぇかぇ 
はさおけえ, こけすけきせ つすけ せ させかは しすけ-
はか きけかけょけえ きねさ? 

–  ╉ぇあょにえ きねさ こさうたけょうす くぇ こけしす 
しけ しゃけっえ いぇょぇつっえ. ╁はつっしかぇゃ ‶うせ-

しけゃうつ たけすっか しそけさきうさけゃぇすぬ うきうょあ 
しけゃさっきっくくけゅけ ゅけさけょぇ. ┿ さぇいゃっ 
きけあくけ ねすけ しょっかぇすぬ, くっ せょっかうゃ ゃくう-
きぇくうっ っゅけ きけかけょにき あうすっかはき? 

╇きっくくけ けく ぉけさけかしは いぇ すけ, つすけ-
ぉに けさゅぇくに きけかけょひあう けしすぇかうしぬ ゃ 
きせくうちうこぇかうすっすっ: こけ 《っょっさぇかぬ-
くけきせ いぇおけくせ わ131 «¨ぉ けぉとうた 
こさうくちうこぇた けさゅぇくういぇちうう きっしすくけゅけ 
しぇきけせこさぇゃかっくうは ゃ [《» うた さぇぉけすぇ 
くぇ ゅけさけょしおけき せさけゃくっ くっ こけょさぇいせ-
きっゃぇかぇしぬ. ╋けかけょひあくぇは こけかうすうおぇ 
けしすぇゃぇかぇしぬ いぇ そっょっさぇちうっえ. 

‶けねすけきせ おぇおうっ-すけ こけょさぇいょっ-
かっくうは けぉなっょうくうかうしぬ しけ しこけさ-
すけき, おすけ-すけ こっさってひか ゃ ゃっょっくうっ 
せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは. ′け きねさ 
しおぇいぇか: «〉 くぇし ぉせょっす けすょっか こけ 
ょっかぇき きけかけょひあう». ╋に くっ すけかぬおけ 
しけたさぇくうかう ¨╃╋, くけ う ゃ 2007 ゅけょせ 
こけかせつうかう ゃすけさせの きせくうちうこぇかぬくせの 
しすぇゃおせ – すぇおけゅけ くっす ゃ ぉけかぬてうく-
しすゃっ ょさせゅうた ゅけさけょけゃ. 

╁はつっしかぇゃ ‶うせしけゃうつ こけょょっさあう-
ゃぇか ゃしっ くぇてう うょっう, ぉせょぬ すけ しけちう-
ぇかぬくぇは さっおかぇきぇ うかう こさけゃっょっくうっ 
そっしすうゃぇかは «╋けかけょひあぬ ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ». ┿ ゃすけさけえ ゅけさけょしおけえ «╃っくぬ 
きけかけょひあう» – ちっかうおけき っゅけ いぇしかせ-
ゅぇ, は ねすけゅけ ょぇあっ くっ こかぇくうさけゃぇかぇ. 

– ╋ねさ う しぇき し せょけゃけかぬしすゃう-
っき せつぇしすゃけゃぇか ゃ きけかけょひあくにた 
すせしけゃおぇた. 

– ぅ くうおけゅょぇ くっ いぇぉせょせ こっさゃせの 
うゅさせ «╆ぇさくうちぇ», おけすけさせの きに こさけ-
ゃっかう こけしかっ ょゃぇょちぇすうかっすくっゅけ こっさっ-
さにゃぇ. [っぉはす さぇいょっかうかう くぇ ぇさきうう: 
こっさゃけえ おけきぇくょけゃぇか ╄ゃゅっくうえ ]すぇ-
くうしかぇゃけゃうつ ╂けゃけさせたぇ, こさっょしっょぇ-
すっかぬ ゅけさけょしおけえ ょせきに, ゃすけさけえ – しぇき 
きねさ. ╁きっしすっ し おけきぇくょけえ こけかいぇかう こけ 
しくっゅせ, かけゃうかう ょうゃっさしぇくすけゃ, けょうく うい 
おけすけさにた, ゃけえょは ゃ さけかぬ, ょぇあっ おせしけお 
おぇさすに し せおぇいぇくうっき きっしすぇ さぇしこけかけ-
あっくうは そかぇゅぇ しなっか! ╁きっしすっ し きねさけき 
きに こさけゃっかう «[ぇししゃっす ‶けぉっょに», ぇ 

ゃしこけきくうすっ すけお-てけせ «99 ゃけこさけしけゃ 
きねさせ». ╃け くっゅけ くうおすけ すぇお くっ ょっかぇか! 

– ╋けあっすっ くぇいゃぇすぬ しぇきにえ 
いくぇつうきにえ こさけっおす ¨╃╋ いぇ こけ-
しかっょくうっ ゅけょに. 

– ╀っいせしかけゃくけ, ねすけ «╋けかけょひあくぇは 
ておけかぇ ぉういくっしぇ», うょっの おけすけさけえ 
こけょぇか ゅかぇゃぇ. ′ぇ さっぇかういぇちうの こさけ-
っおすぇ ゃにょっかうかう 2 きうかかうけくぇ 160 
すにしはつ させぉかっえ – ぉけかぬてっ, つっき けす-
ゃけょはす くぇ ゃしっ きっさけこさうはすうは ¨╃╋ いぇ 
ゅけょ. 〉 くぇし せあっ ぉにかう きけかけょひあくぇは 
けぉとっしすゃっくくぇは こぇかぇすぇ, ゃけかけくすひさ-
しおけっ ょゃうあっくうっ, う くぇ うた こさうきっさっ 
きに こけくはかう, つすけ くにくってくっきせ こけ-
おけかっくうの くっ うくすっさっしくけ ゅけゃけさうすぬ, 
うき くせあくけ ょっえしすゃけゃぇすぬ. ┿ ねすけきせ 
うた くうおすけ くっ くぇせつうか. ╇ ╋【╀, くぇ-
つぇゃてぇは さぇぉけすせ ゃ こっさうけょ おさういうしぇ, 
こけおぇいぇかぇ くぇしおけかぬおけ ねそそっおすうゃ-
くけ きけあくけ さぇぉけすぇすぬ し きけかけょにきう 
かのょぬきう. ]っえつぇし くぇ けつっさっょう くけ-
ゃにえ しけゃきっしすくにえ こさけっおす し きうくう-
しすっさしすゃけき しこけさすぇ う きけかけょひあくけえ 
こけかうすうおう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.  

–  ′っせあっかう いぇ ゃしっ ゅけょに  せ ゃぇし 
し ╁はつっしかぇゃけき ╀さけいけゃしおうき くっ 
ぉにかけ くう けょくけゅけ おけくそかうおすぇ? 

– ╋に ょけかゅけ しこけさうかう し きねさけき こけ 
ゃけこさけしせ ゅけさけょしおけえ こしうたけかけゅうつっ-
しおけえ しかせあぉに, おけすけさぇは くぇたけょうかぇしぬ 
ゃ ぉにゃてっえ «╃させあぉっ».  ¨く しつうすぇか, 
つすけ けくぇ くっ くせあくぇ ょかは きけかけょひあう, 
は ぉにかぇ くっ しけゅかぇしくぇ. 〈ぇお おぇお しけ-
ゅかぇしくけ 131 《っょっさぇかぬくけきせ いぇおけくせ せ 
けさゅぇくけゃ せこさぇゃかっくうは おせかぬすせさに くっす 
こけかくけきけつうえ けおぇいぇくうは こしうたけかけゅう-
つっしおけえ こけきけとう, しかせあぉせ こっさっょぇかう ゃ 
ゃっょっくうっ せこさぇゃかっくうは けぉさぇいけゃぇくうは. 
╁ 2006 ゅけょせ っひ ゃしひ-すぇおう いぇおさにかう. 
╉しすぇすう, うきっくくけ ぉかぇゅけょぇさは  こしうたけ-
かけゅぇき せょぇかけしぬ しけたさぇくうすぬ いょぇくうっ 
くにくってくっゅけ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう: けくう 
しゃけうきう しうかぇきう ゃけししすぇくぇゃかうゃぇかう 
けすけこかっくうっ, こさけゃけょうかう さっきけくすに. 

′け ゃしひ あっ は しつうすぇの, つすけ きに し 
きねさけき しさぇぉけすぇかうしぬ. ╉けゅょぇ-すけ けく 
しおぇいぇか きくっ, つすけ くせあくけ せきっすぬ くぇ-
ゅうぉぇすぬしは, くけ くうおけゅょぇ くっ こさけゅう-
ぉぇすぬしは. ぁすけゅけ あっ は あっかぇの う っきせ. 
╀っしっょけゃぇかぇ ┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

〉╃┿』╇ ′┿【╄╋〉 ╋ぁ[〉 ′┿ ′¨╁¨╋ ‶¨]〈〉!
┿かっおしっえ ╂╊〉【╉¨╁, きぇえけさ きうかうちうう ゃ けすしすぇゃおっ, 
いぇき. こさっょしっょぇすっかは ゅけさけょしおけゅけ ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ ¨╁╃
╋くっ おぇお いぇきっしすうすっかの こさっょしっょぇ-

すっかは ]けゃっすぇ ゃっすっさぇくけゃ ¨╁╃ ╀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 つぇしすけ 
こさうたけょうかけしぬ けぉさぇとぇすぬしは お きねさせ 
╁はつっしかぇゃせ ‶うせしけゃうつせ ╀さけいけゃしおけ-
きせ こけ さぇいかうつくにき ゃっすっさぇくしおうき 
ゃけこさけしぇき. ′っ ぉにかけ くう けょくけゅけ 
しかせつぇは, つすけぉに けく けすおぇいぇか ゃ こけ-
きけとう きくっ う ゃ きけひき かうちっ – ゃしっき 
ゃっすっさぇくぇき ╂¨╁╃. ′ぇこさうきっさ, ゃ 
ゃけこさけしっ こっさっしっかっくうは ゃ ╃けき ゃっすっ-
さぇくけゃ し てっしすけゅけ せつぇしすおぇ こけしひかおぇ 
╊けしうくけゅけ ゃっすっさぇくぇ ╋╁╃ [《 くにくっ 
こけおけえくけえ 〈ぇすぬはくに ╇ゃぇくけゃくに 〈せ-
きぇくけゃけえ; ゃ ゃにょっかっくうう こけょぇさおけゃ 
おけ ╃くの きうかうちうう; けすおさにすうう せかうち 
′うおけかぇは ╅けかけぉけゃぇ, ゅっさけは [けししうう 
╁うおすけさぇ 』っつゃうは う す.ょ. ╁っすっさぇ-
くに ぉかぇゅけょぇさくに いぇ ねすけ ╁はつっしかぇゃせ 
‶うせしけゃうつせ!

╆ぇ しゃけえ しさけお こさっぉにゃぇくうは くぇ こけ-
しすせ きねさぇ ╁. ‶. ╀さけいけゃしおうえ しょっかぇか 
くっきぇかけ: ゅけさけょ けしゃっとひく, ょけしすけえくけ 

けすきっつぇかしは おぇあょにえ ╃っくぬ ゅけさけょぇ 
(ゃ ╀っさひいけゃしおうえ こさうっいあぇかう いぇ-
しかせあっくくにっ ぇさすうしすに, すぇおうっ おぇお 
╀けさうし ╋けうしっっゃ, ¨かっゅ ╂ぇいきぇくけゃ). 
‶けしきけすさうすっ, おぇお ゅけさけょ せぉさぇく う 
おぇおうっ ちゃっすに っゅけ せおさぇてぇのす かっすけき! 
]おけかぬおけ こけしすぇゃかっくけ せさく, しおけかぬおけ 
しょっかぇくけ しおぇきっっお! ′ぇしおけかぬおけ ゃしひ 
ねすけ ゃぇあくけ ょかは ゅけさけょぇ!

‶けあっかぇっき いぇきっしすうすっかの 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 ╁はつっしかぇゃせ ‶うせ-
しけゃうつせ ╀さけいけゃしおけきせ いょけさけゃぬは, 
しつぇしすぬは, けこすうきういきぇ, ぇ すぇおあっ 
つすけぉに くぇ くけゃけき こけこさうとっ けく せょっ-
かはか こけぉけかぬてっ ゃくうきぇくうは くぇてっきせ 
ゅけさけょせ. ′ぇこさうきっさ, ゃ ぉかうあぇえてっっ 
ゃさっきは さってうか こさけぉかっきせ し ゃに-
っいょけき うい ╀っさひいけゃしおけゅけ, つすけぉに 
ぉっさっいけゃつぇくっ きけゅかう ゃ しつうすぇくくにっ 
きうくせすに ょけぉうさぇすぬしは ょけ ゅけさけょぇ 
╄おぇすっさうくぉせさゅぇ, ぇ くっ しすけはすぬ ゃ 
こさけぉおぇた.

┱┩┮┲┶┲┴┿┩ ┪┬┫┱┩┱┱┲ ┦┤┪┱┿┩ ┳┴┲┥┯┩┰┿ ┧┲┴┲┪┤┱, 
┱┤ ┮┲┶┲┴┿┩ ┰╁┴┷ «┱┩ ┨┲ ┯┤┰┳┲┻┮┬»

¨かぬゅぇ ぅおけゃかっゃくぇ, あうすっかぬくうちぇ ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ
‶けきくの, ぉにか ゃにたけょくけえ ょっくぬ, は 

けすこさぇゃうかぇしぬ ゃ ゅけしすう お ょけつっさう くぇ 
′╀‶. ┿ せ くうた すぇき ゃけょぇ させつぬひき こけ 
ょけさけゅっ ぉっあうす.

╆ゃけくの, ゅけゃけさの, ょっしおぇすぬ, ╁はつっし-
かぇゃ ‶うせしけゃうつ, いょさぇゃしすゃせえすっ, せ くぇし ゃ 
こけしひかおっ ゃけす すぇおぇは ゃけす こさけぉかっきぇ…

– ╉ぇお, きに ゃつっさぇ すぇき ゃしひ しょっかぇかう?
– ′うつっゅけ くっ いくぇの, ゃけょに くぇゃぇかけき...
– 〈ぇお しっゅけょくは あっ ゃにたけょくけえ?
ぅ けぉなはしくはの, つすけ ゃけょに けつっくぬ 

きくけゅけ, つすけ すっこっさぬ くうつっゅけ くっ こけ-
ょっかぇってぬ, けすょにたぇすぬ こけすけき ぉせょっき, 
こさうっいあぇえすっ, こけしきけすさうすっ. ‶さけてかけ 
くっきくけゅけ ゃさっきっくう, しきけすさの ゃ けおくけ, 
こけょなったぇかう ょゃっ きぇてうくに, うい けょくけえ 
ゃにたけょうす ╀さけいけゃしおうえ, ぇ うい ょさせゅけえ 
くぇつぇかぬしすゃけ おぇおけっ-すけ うい ╅╉》. ╇ ゃけす 
ゃっしぬ ゃにたけょくけえ ょけ ゃっつっさぇ ゃしひ ょっかぇ-
かう こけょ っゅけ こさうしきけすさけき, しょっかぇかう.

┿ っとひ, せ ╃けきぇ ゃっすっさぇくけゃ, ゃっし-
くけえ きくけゅけ しくっゅぇ ゃにこぇかけ,  くっょっかは 

こさけてかぇ, けく こけょすぇはか う いぇきっさいぇすぬ 
しすぇか, ぇ すぇき しぇきう し せぉけさおけえ しくっ-
ゅぇ しこさぇゃうすぬしは くっ きけゅせす. ぅ しくけ-
ゃぇ いゃけくの: «╁はつっしかぇゃ ‶うせしけゃうつ, 
こけきけゅうすっ, ょぇえすっ さぇしこけさはあっくうっ, 
しすぇさうおう こぇょぇのす, こさけえすう くっ きけ-
ゅせす». ]きけすさの, くぇ しかっょせのとうえ 
ょっくぬ すさぇおすけさ こさけつうしすうか うき ょけ-
さけゅせ ょけ しぇきけゅけ おさにかぬちぇ.  

ぅ たけつせ しおぇいぇすぬ,  つすけ くぇて きねさ くっ 
せたけょうす けす こさけぉかっき, くっ けすきぇたうゃぇ-
っすしは, ゃしっゅょぇ ゃにしかせてぇっす, こけしすぇさぇ-
っすしは ゃけえすう ゃ おせさし ょっかぇ. ╃ぇ, きくけ-
ゅうた こさけぉかっき, きけあっす ぉにすぬ, けく う くっ 
いくぇか, こけこさけしすせ け くうた っきせ ぉにかけ 
くっういゃっしすくけ. 〈け, つすけ は さぇししおぇいぇかぇ 
– ねすけ きぇかけしすぬ. ぁすけ は けょくぇ すけかぬおけ 
けぉさぇとぇかぇしぬ, ぇ ゃっょぬ し こけょけぉくにきう 
しうすせぇちうはきう お くぇてっきせ きねさせ けぉさぇ-
とぇかうしぬ しけすくう かのょっえ, う, ょせきぇの, 
くう けょうく くっ けしすぇかしは ぉっい ゃくうきぇくうは 
くっいぇゃうしうきけ けす うしたけょぇ.

╁′╇╋┿′╇╄ ¨』╄╁╇╃『｠!
11 くけはぉさは きっあょせ しっきぬの 

う ゃけしっきぬの つぇしぇきう せすさぇ くぇ 
15 おうかけきっすさっ ぇゃすけょけさけゅう 
╄おぇすっさうくぉせさゅ–[っあ–┿かぇこぇっゃしお 
けぉくぇさせあっく かっあぇとうえ せ けぉけつうくに 
ゃっかけしうこっょうしす ぉっい しけいくぇくうは. 〉 
ゃっかけしうこっょぇ きったぇくうつっしおうた こけ-
ゃさっあょっくうえ くっ くぇえょっくけ. ╁ ょぇく-
くにえ きけきっくす ゃっかけしうこっょうしす くぇたけ-
ょうすしは ゃ さっぇくうきぇちうう し すはあひかけえ 
すさぇゃきけえ ゅけかけゃに.

╂╇╀╃╃ ¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ 
╂¨ こさけしうす けつっゃうょちっゃ しけけぉとうすぬ 
ょっすぇかう こさけうしてっしすゃうは ゃ ╂╇╀╃╃, 
おぇぉうくっす わ10 うかう こけいゃけくうすぬ こけ 
すっかっそけくせ 4-39-63. ╉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. 

]‶¨[〈
′┿【╇ – 〈[╄〈を╇. ′¨ ぁ〈¨ – ‶¨╉┿…
┿くくぇ ╆╄╋╊╇′┿
12-13 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ ゃ 〈のきっくう こさけてかう しけさっゃくけゃぇくうは 

こけ おかぇししうつっしおけきせ さぇかかう. 20-え (いぇおかのつうすっかぬくにえ こっさっょ そうくぇ-
かけき) ねすぇこ ′ぇちうけくぇかぬくけえ ╂けくけつくけえ ]っさうう «╉せぉけお ╉かせぉくけゅけ [ぇかかう», 
8-え ねすぇこ つっきこうけくぇすぇ 〉さ《¨ (すぇおあっ いぇおかのつうすっかぬくにえ こっさっょ そうくぇ-
かけき) – さぇかかう «╆ぇこぇょくぇは ]うぉうさぬ 2010».

╁ しけさっゃくけゃぇくうはた せつぇしすゃけゃぇかう 47 ねおうこぇあっえ うい 〈のきっくう, ╄おぇすっさうく-
ぉせさゅぇ, ‶っさゃけせさぇかぬしおぇ, ‶っさきしおけゅけ おさぇは, ╇あっゃしおぇ, ╉せさゅぇくぇ, ┿かぇこぇ-
っゃしおぇ, 』っかはぉうくしおぇ, ┿しぉっしすぇ, ]ぇさぇこせかぇ, ╋うぇししぇ, ╉ぇてうくけ, 〈けぉけかぬしおぇ 
う ぅかせすけさけゃしおぇ.

〈さっすぬっ きっしすけ いぇくはか ねおうこぇあ «╀っさひいけゃしおけゅけ こさうゃけいぇ» ]きうさくけゃ 
╇ゅけさぬ う ‶っすせたけゃ ╃きうすさうえ (╄おぇすっさうくぉせさゅ-╀っさひいけゃしおうえ). ‶けいょさぇゃかは-
っき いっきかはおけゃ! 

《うくぇか しけしすけうすしは 3-4 ょっおぇぉさは 2010 ゅ. ゃ ゅ. ╉にてすにき. ╀けかっっき いぇ 
くぇてうた!
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╅╇╆′を, ╉┿╉┿ぅ ¨′┿ ╄]〈を

ÍÀ ÄÍÅ
«¨╀‒ぅ]′╇〈╄ ╋′╄ – ╉¨╂¨ ぅ 》〉╅╄? ‶¨』╄╋〉 ぅ 》〉╅╄ 

‶[¨』╇》?» – ╁¨‶[¨【┿╊ ╂╄[¨╈ ╂¨[を╉¨╁]╉¨╈ ‶を╄]｠ 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨     ¨おけくつぇくうっ. ′ぇつぇかけ ゃ わ133 いぇ 20 くけはぉさは 2010 ゅけょぇ

«¨′╇ ′┿] ′╄′┿╁╇╃ぅ〈 
╇ ‶[╄╆╇[┿ぃ〈»

‶さっあょっ つっき こっさってぇゅくせすぬ こけさけゅ こさうのすぇ, 
«こけすっさはてっお», こけこさけてぇっお, ぉっいょけきくにた こさけ-
こせしおぇのす つっさっい うくそっおちうけくくにっ けすょっかっくうは 
ぉけかぬくうち: こぇちうっくすけゃ し ぇおすうゃくにき すせぉっさおせかひ-
いけき, ゃっくっさうつっしおうきう ぉけかっいくはきう けしすぇゃかはのす 
かっつうすぬしは ゃ しすぇちうけくぇさっ, けしすぇかぬくにた こさうゃけい-
はす お ┿くすけくうくっ ‶ぇゃかけゃくっ ‶っさてうくけえ. ╋っしす 
いょっしぬ すけかぬおけ 20, あっかぇのとうた こけこぇしすぬ くぇ 
しけちうぇかぬくせの おけえおせ くぇきくけゅけ ぉけかぬてっ. ╀けき-
あっえ けすきにゃぇのす, こさうゃけょはす ゃ ぉけあっしおうえ ゃうょ う 
せしぇあうゃぇのす いぇ しすけか. ‶うすぇのすしは こけしすけはかぬちに 
つっすにさっ さぇいぇ ゃ ょっくぬ, ゃ きっくの う しけおう, う そさせお-
すに. 〉 おけゅけ ゃけょはすしは ょっくぬゅう ゃ おぇさきぇくっ, きけゅせす 
う こけおぇこさういくうつぇすぬ, けすおぇいぇすぬしは っしすぬ おぇてせ. 
¨ょくう けぉうすぇのす ぉっしこかぇすくけ, ょさせゅうっ, こさう くぇ-
かうつうう こっくしうう, こかぇすはす させぉかっえ 100-200 ゃ 
きっしはち. ╊うてぬ こさう ょけたけょっ, しおぇあっき, ゃ ゃけしっきぬ 
すにしはつ させぉかっえ, こさうょひすしは いぇ けぉしかせあうゃぇくうっ 
ゃにかけあうすぬ こけかけゃうくせ ねすけえ しせききに. ╄とひ かせつてっ 
せしかけゃうは あういくう ゃ うくすっさくぇすっ, こけねすけきせ ぉけきあう 
きっつすぇのす すぇき ゃしすさっすうすぬ しすぇさけしすぬ. ′け しすけうす 
かう いぇゃうょけゃぇすぬ たけすぬ う きはゅおけえ, くけ おぇいひくくけえ 
こけしすっかう, おせしおせ たかっぉぇ し きぇしかけき, こけょぇくくけきせ 
うい あぇかけしすう? ╆ぇゃうょけゃぇすぬ すっき, せ おけゅけ くっす させお 
う くけゅ, ょっすっえ う ょさせいっえ, しけぉしすゃっくくけえ こけょせて-
おう う しゃけぉけょに? 

╆ょっしぬ, ゃ こさうのすっ, けゅさぇくうつっくうえ ゃ こっさっょゃう-
あっくうう くっす, くけ っしかう おかうっくす こさけゅせかはっす ゅょっ-すけ 
ょゃっ くけつう ぉっい こさっょせこさっあょっくうは – ゃにこうてせす 
きけきっくすぇかぬくけ. ╋けあくけ こさうゅかぇしうすぬ お しっぉっ ゃ ゅけ-
しすう さけょくにた, いくぇおけきにた, ぇ すぇお うい さぇいゃかっつっくうえ  
– すけかぬおけ っょぇ う けぉとうえ すっかっゃういけさ. ╁こさけつっき, 
せきっさっすぬ しけ しおせおう すせす くっ こけいゃけかはす: ゃ すぇおうた 
せつさっあょっくうはた こさっょせしきけすさっくぇ けおおせこぇちうけくくぇは 
すっさぇこうは: あうゃひてぬ ゃ ょけきっ – ぉせょぬ ょけぉさ, こさう-
ぉっさう っゅけ くっきくけゅけ: こけか こけきけえ, きせしけさ ゃにくっしう. 
╉かうっくすおう かっすけき けたけすくけ ちゃっすけつおぇきう ゃけいかっ 
いょぇくうは いぇくうきぇかうしぬ: ゃしひ あっ あっくしおぇは くぇすせ-
さぇ ぉっさひす しゃけひ. ‶さぇおすうおせっすしは う おせかぬすせさくぇは 
すさせょけすっさぇこうは: うくしすさせおすけさ 〈ぇきぇさぇ ‶ぇゃかけゃくぇ 
′うつうこけさけゃうつ せあっ ゃ すっつっくうっ すさひた かっす こさう-
っいあぇっす うい ╀っさひいけゃしおけゅけ すさうあょに ゃ くっょっかの, 
つすけぉに こけいぇくうきぇすぬしは し ぉっょけかぇゅぇきう… かっこおけえ, 
こけょっかおぇきう うい しけかけきに, ゃにあうゅぇくうっき, ゃにてう-
ゃぇくうっき う ゃはいぇくうっき. ╆ぇつっき おけいっ ぉぇはく, くぇ おけえ 
かはょ ぉにゃてっきせ いねおせ ゃにあうゅぇくうっ かけぉいうおけき? ′け 
おけゅょぇ ゃうょうてぬ きうかけゅけ けかっくひくおぇ, おけすけさけゅけ 
きぇしすっさうす うい しけかけきおう こけすっさはくくけゅけ ゃうょぇ うく-
しせかぬすくうちぇ, っとひ くっしおけかぬおけ きっしはちっゃ くぇいぇょ くっ 
こけょくうきぇゃてぇは させお, ゃけこさけしに けすこぇょぇのす しぇきう 
こけ しっぉっ. ‶けしっかおけゃにえ ぉうぉかうけすっおぇさぬ ′ぇょっあ-
ょぇ ╇ゃぇくけゃくぇ ′うおうすうくぇ こけくぇつぇかせ けつっくぬ ぉっし-
こけおけうかぇしぬ いぇ しせょぬぉせ ゃにょぇゃぇっきにた おかうっくすぇき 
こさうのすぇ おくうゅ, ぇ すっこっさぬ すけかぬおけ さぇょぇ ゃしすさっつっ 
し くうきう: う あせさくぇかに つうすぇのす, う ゅぇいっすに しこさぇ-
てうゃぇのす. ╁ ぉうぉかうけすっおっ けすょっかっくうは すけあっ っしすぬ 
つすけ こけつうすぇすぬ. [ぇい ゃ きっしはち しけすさせょくうおう せしすさぇ-
うゃぇのす ょっくぬ うきっくうくくうおぇ, くけ しぇきぇは ぉけかぬてぇは 
ゅけさょけしすぬ ┿くすけくうくに ‶ぇゃかけゃくに – おかせぉ ょけぉさにた 
ゃしすさっつ, けすおさにゃてうえしは ゃ ねすけき ゅけょせ: ゃ ゅけしすう お 
っひ こけょけこっつくにき こさうたけょはす うくすっさっしくにっ かのょう  
– ゃさぇつう, せつうすっかぬ ゅっけゅさぇそうう, きっしすくにっ こけねすに. 
‶けくぇつぇかせ うょっの こけけぉとぇすぬしは し ぉけきあぇきう けくう 
ゃけしこさうくうきぇのす し せあぇしけき, うょせす お くうき しけ しすせ-
つぇとうき しっさょちっき, ぇ せたけょはす ゃけけょせてっゃかひくくにきう: 
けおぇいにゃぇっすしは, いょっしぬ つうしすけ, しすぇさけしすぬの くっ こぇた-
くっす, おけくすうくゅっくす かのぉけいくぇすっかぬくにえ. 

– ′ぇてう おかうっくすに – すけあっ かのょう, あうすぬ う 
せきっさっすぬ けくう ょけかあくに こけ-つっかけゃっつっしおう, 
しさっょう かのょっえ, ぇ くっ ゃ おぇくぇかういぇちうけくくにた 
すさせぉぇた, – ゅけゃけさうす させおけゃけょうすっかぬ けすょっ-
かっくうは. 

┿くすけくうくぇ ‶ぇゃかけゃくぇ こけ こさけそっししうう そっかぬ-
ょてっさ, ゃ さけょくけき ╊けしうくけき っひ いくぇのす くっしおけかぬ-
おけ こけおけかっくうえ あうすっかっえ. 〈けかぬおけ ゃ «ゅっさけく-
すけかけゅうう» けすさぇぉけすぇかぇ 13 かっす. ╁しの あういくぬ 
しかにてぇかぇ けす こぇちうっくすけゃ かうてぬ しかけゃぇ ぉかぇゅけ-
ょぇさくけしすう, ぇ いょっしぬ ぉさけょはあおう, さぇいぉうすにっ うく-
しせかぬすけき, おさけきっ きぇすぇ くうつっゅけ う ゃにゅけゃけさうすぬ 
くっ きけゅせす. ╁ こさうのすっ くっ かっつぇす, いょっしぬ かうてぬ 
ょぇのす こけあうすぬ ぉけかぬくにき かのょはき. 

– ┿きこせすぇくすに, たさけくうおう, かっあぇつうっ うくゃぇかう-
ょに, けくう くうおけゅょぇ くっ しすけくせす こけ こけゃけょせ ぉけかう. 
′っおけきせ, くぇゃっさくけっ, う ょけ ねすけゅけ ぉにかけ あぇかけ-
ゃぇすぬしは, – ゅけゃけさうす ┿.‶っさてうくぇ. – ′っ しおぇあせ, 
つすけ かのぉかの しっゅけょくはてくのの しゃけの さぇぉけすせ, くけ 
ゃうあせ, つすけ こけかせつぇっすしは, う ねすけ おぇお-すけ こけょょっさ-
あうゃぇっす しうかに.

╉けくっつくけ, しけぉしすゃっくくぇは きぇかっくぬおぇは こっく-
しうは いぇしすぇゃかはっす っひ おぇあょにえ ょっくぬ しこせしおぇすぬしは 
しのょぇ, «くぇ ょくけ». ′け ゃさはょ かう ょっかけ すけかぬおけ ゃ 
ょっくぬゅぇた: いぇさこかぇすぇ しけすさせょくうおけゃ – きういっさくぇは, 
うくにっ くけつう こさけたけょはす し ゃにいけゃけき きうかうちうう 
(くぇ たかっぉ せ ぉけきあっえ させぉかは くっす, くぇ ゃにこうゃおせ 
– ゃしっゅょぇ くぇえょひすしは). 〈けゅょぇ つすけ あっ ょっさあうす 

いょっしぬ しけちうぇかぬ-
くにた さぇぉけすくうおけゃ 
¨かぬゅせ ′うおけかぇっゃ-
くせ ¨ゅくっゃせ, ]ゃっす-
かぇくせ ┿かっおしぇく-
ょさけゃくせ ‶っしすけゃせ, 
′ぇすぇかぬの ′うおけ-
かぇっゃくせ ╄くうくせ, 
[けいせ ‶ぇゃかけゃくせ 
╁ぇかうすけゃせ, おけ-
すけさにっ きけのす おぇ-
かっお, きっくはのす うき 
こぇきこっさしに, おけさ-
きはす うい かけあっつおう, 
こっさっけょっゃぇのす う 
こっさっけぉせゃぇのす , 
すぇしおぇのす くぇ しっぉっ 
こけ おぇぉうくっすぇき 
ゃさぇつっえ: ういゃっつ-

くぇは くぇてぇ くぇちうけくぇかぬくぇは あぇかけしすぬ お せぉけゅうき う 
しうさにき うかう けこさっょっかひくくぇは ゅさぇあょぇくしおぇは こけ-
いうちうは?  ′け ゃけす しこっちうぇかうしす こけ しけちうぇかぬくけえ 
さぇぉけすっ ╋ぇさうくぇ ′うおけかぇっゃくぇ ╉かっきっくすぬっゃぇ け 
こけょけこっつくにた ゅけゃけさうす ょけゃけかぬくけ あひしすおけ:

– ‶けくうきぇっすっ, ゃけかけしに けす ゃてっえ きに けすきけっき, 
くけ しぇきせ ゅけかけゃせ ゃさはょ かう こさけつうしすうき.

¨くぇ くうおぇお くっ きけあっす こさうゃにおくせすぬ お すけきせ, 
つすけ かのょう しこけしけぉくに しこっちうぇかぬくけ けすきけさけいうすぬ 
しっぉっ おけくっつくけしすう, つすけぉに こけかせつうすぬ うくゃぇかうょ-
くけしすぬ う くっ さぇぉけすぇすぬ, つすけ しけすさせょくうおう くぇさは-
あぇのすしは くぇ ′けゃにえ ゅけょ ゃ ╃っょぇ ╋けさけいぇ う ]くっ-
ゅせさけつおせ, こかはてせす う こけのす こっさっょ ぉけきあぇきう, ぇ 
ゃ けすゃっす こけかせつぇのす くっ «しこぇしうぉけ», ぇ きぇししけゃせの 
こぬはくおせ («╋くけゅけっ かう つっかけゃっおせ くぇょけ? ╁けす は – 
ゃにこうか – う さぇょ!», – そうかけしけそしすゃけゃぇか あうすっかぬ 
くけつかっあおう). ]おけかぬおけ さぇい きけかけょぇは あっくとうくぇ 
たけょうかぇ ょっくぬ-ょっくぬしおけえ し こぇちうっくすけき こけ こけ-
かうおかうくうおっ, つすけぉに しけぉさぇすぬ ゃしっ こけかけあっくくにっ 
しこさぇゃおう くぇ くぇいくぇつっくうっ っきせ うくゃぇかうょくけしすう, 
ぇ, ゃにえょは くぇ おさにかぬちけ, しかにてぇかぇ かうてぬ けすぉけさ-
くせの くっちっくいせさくせの ぉさぇくぬ: くせあくぇ きくっ すゃけは 
うくゃぇかうょくけしすぬ! 
¨くぇ うしおさっくくっ さぇ-
ょせっすしは, っしかう こけ-
かせつぇっすしは ゃにたかけ-
こけすぇすぬ つっかけゃっおせ 
こっくしうの, すけかぬおけ 
しつぇしすかうゃつうお ゃしひ 
さぇゃくけ けしすぇひすしは 
くっょけゃけかっく っひ 
さぇいきっさけき – すぇ-
おぇは せあ せしすぇくけゃ-
おぇ せ ぉけきあっえ くぇ 
あういくぬ.  

– ‶けさけえ おぇあっす-
しは, つすけ ょっくぬ こさけ-
てひか ぉっい しきにしかぇ: 
くうおぇおけえ けすょぇつう, 
こけょゃうあおう. ┿ くぇ-
いぇゃすさぇ こっさったかひ-

しすにゃぇっす あぇかけしすぬ 
お くっしつぇしすくにき… 
′っ ょせきぇの, つすけ 
こけしゃはとせ ねすけえ 
さぇぉけすっ ゃしの しゃけの 
あういくぬ. ╉けゅょぇ 
けぉとぇってぬしは し くぇ-
てうきう おかうっくすぇきう 
けょうく くぇ けょうく, 
ゃさけょっ こけかせつぇ-
っすしは おけくすぇおす, 
くけ おけゅょぇ けくう 
ゃきっしすっ, すけ ねすけ 
ゃけかつぬは しすぇは: ゃけ 
ゃいゅかはょぇた こさっ-
いさっくうっ う くっくぇ-
ゃうしすぬ お くぇき. 

┿ いぇ つすけ せゃぇ-
あぇすぬ くぇし, つう-
しすにた, けょっすにた, し 
せすさぇ こけさぇくぬてっ 
し くっゃにしこぇゃてう-
きうしは ゅかぇいぇきう 
ぉっゅせとうた くぇ すさせ-
ょけゃせの ゃぇたすせ, 
つすけぉに つっさっい 30-
40 かっす こけかせつうすぬ 
こっくしうの ゃ ゃけしっきぬ 
すにしはつ させぉかっえ, 
けすおかぇょにゃぇのとうた 
きっしはち いぇ きっしは-
ちっき ょっくぬゅう くぇ 
おゃぇさすうさせ, きぇ-
てうくせ, きっぉっかぬ, すさはしせとうたしは いぇ いょけさけゃぬっ う 
けぉさぇいけゃぇくうっ ょっすっえ? ′っ あういくぬ, ぇ おぇすけさゅぇ. 
〈け かう ょっかけ «せおさぇか, ゃにこうか, ゃ すのさぬきせ». ╉ぇお 
すせす くっ ゃしこけきくうすぬ さっこかうおせ けょくけゅけ うい ゅっさけっゃ 
ゅけさぬおけゃしおけえ こぬっしに: «╄あっかう かのょっえ こけ さぇ-
ぉけすっ ちっくうすぬ, すけゅょぇ かけてぇょぬ かせつてっ ゃしはおけゅけ 
つっかけゃっおぇ… ゃけいうす う – きけかつうす». ╀けきあう – ねすけ 
つかっくに おかせぉぇ こけすさっぉうすっかっえ, う つうしかけ うた 
すけかぬおけ さぇしすひす.

╁こさけつっき, しかせつぇのすしは うしすけさうう う し たっここう-
ねくょけき. 45-かっすくはは, ぇぉしけかのすくけ くっせこさぇゃかはっ-
きぇは ╊のぉぇ さぇいゅけゃぇさうゃぇかぇ し こっさしけくぇかけき う 
しけしっょはきう すけかぬおけ «こけ きぇすせておっ». 〉すうたけきう-
さうすぬ っひ くっ せょぇゃぇかけしぬ ょけかゅけ, くけ こけすけき おけきせ-
すけ こさうてかぇ きにしかぬ しゃけょうすぬ ╊のぉせ ゃ ちっさおけゃぬ. 
』っさっい ょゃぇ  ゅけょぇ ぉっいょけきくぇは, ぉっいょっすくぇは あっく-
とうくぇ こけおさっしすうかぇしぬ, こっさっしすぇかぇ させゅぇすぬしは, 
こうすぬ う おせさうすぬ. ╁ うくすっさくぇす けすこさぇゃうかう せあっ 
ゃこけかくっ ゃきっくはっきけゅけ つっかけゃっおぇ. ╋けあっす, こさぇゃ-
ょぇ, ゃ こけきけとぬ きけかけょけきせ こしうたけかけゅせ こさうのすぇ 
こけょおかのつぇすしは こさぇゃけしかぇゃくにっ ぉぇすのておう?

′っ すぇお ょぇゃくけ いょっしぬ しかけあうかぇしぬ こぇさぇ: 64-
かっすくはは ′うくぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ しゃはいぇかぇ しゃけの 
しせょぬぉせ し 40-かっすくうき ]っさゅっっき. ╇ くうつっゅけ, つすけ 
さぇいくうちぇ ゃ ゃけいさぇしすっ: せ うくゃぇかうょぇ すさっすぬっえ 
ゅさせここに っしすぬ しゃけひ あうかぬひ, こさうょぇくけっ くっゃっしすに 
– しうぉうさしおけっ いょけさけゃぬっ. ╂かぇゃくけっ, つすけぉに あっ-
くうた くっ しすぇか しくけゃぇ こうすぬ, くぇょっのすしは ゃ こさうのすっ, 
すけゅょぇ ゃしひ こけかせつうすしは せ くうた.  

╁ そっゃさぇかっ しさっょう おかうっくすけゃ けすょっかっくうは 
けおぇいぇかぇしぬ くっけぉにつくぇは しすぇさせておぇ: ゃ 93 ゅけょぇ 
╁ぇかっくすうくぇ ╇ゅくぇすぬっゃくぇ ‶ぇこっくおけゃぇ けしすぇかぇしぬ 
ぉっい こさうゅかはょぇ. ‶けしかっ すけゅけ, おぇお ゃ こさぇゃうすっかぬ-
しすゃけ けぉかぇしすう こけいゃけくうかう しけしっょう し あぇかけぉけえ, 
つすけ こさけこぇょぇっす こけあうかけえ つっかけゃっお, ゃ っひ おゃぇさ-
すうさっ  こけはゃうかうしぬ しこっちうぇかうしすに おけきこかっおしくけゅけ 

ちっくすさぇ 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. ╀ぇぉせかは かっあぇかぇ ゅけかっくぬおけえ, うい  せぉけゅうた 
せゅかけゃ おけきくぇすに くっゃけいきけあくけ ゃけくはかけ. ′ぇ くけ-
しうかおぇた しすぇさせておせ ょけしすぇゃうかう ゃ こさうのす, けすきに-
かう, くぇこけうかう つぇっき し かうきけくけき, う ゃけす せあっ けくぇ 
こけさけいけゃっかぇ, いぇゅけゃけさうかぇ. ╆ぇ ゃさっきは こさっぉに-
ゃぇくうは ゃ けすょっかっくうう せつぇしすおけゃにっ しこっちうぇかう-
しすに ちっくすさぇ けすきにかう いぇゅぇあっくくせの おゃぇさすうさせ, 
ゃにゅさっぉかう くっくせあくにえ たかぇき, ゃにゃっいかう っゅけ くぇ 
きぇてうくっ. ┿ ゃ きぇえしおうっ こさぇいょくうおう ╁ぇかっくすう-
くっ ╇ゅくぇすぬっゃくっ ゃ けすょっかっくうう すけさあっしすゃっくくけ 
ゃさせつうかう きっょぇかぬ ゃ つっしすぬ 65-かっすうは ‶けぉっょに 
おぇお すさせあっくうちっ すにかぇ. ╀にゃてぇは きけしおゃうつおぇ, ぇ 
すっこっさぬ あうすっかぬくうちぇ ╋けくっすくけゅけ くぇたけょうすしは 
くぇ こけこっつっくうう しけちさぇぉけすくうおけゃ, おけすけさにっ せあっ 
くっ こけいゃけかはす っえ けおぇいぇすぬしは くぇ ょくっ. 

╂╃╄ ╁╆ぅ〈を 〈┿╉〉ぃ 
]〈[┿》¨╁╉〉?

‶けょけぉくにっ こさうのすに, そうくぇくしうさせっきにっ 
ゅけしせょぇさしすゃけき, っとひ けつっくぬ くせあくに ゃ [けし-
しうう: けす しせきに う すのさぬきに… ‶さうつひき, きけ-
くっすくうくしおうえ けすさぇあぇっす っとひ くっ しぇきけっ ょくけ 
つっかけゃっつっしおけゅけ こぇょっくうは, くうあくはは っゅけ けす-
きっすおぇ – きっしすぇ くけつくけゅけ こさっぉにゃぇくうは. ′け 
しすけうす かう すけかぬおけ くぇ おぇいひくくにえ ょけき くぇょっ-
はすぬしは?  ╉ぇおせの くぇょけ こけしすっかうすぬ しけかけきおせ, 
つすけぉに くっ けおぇいぇすぬしは ゃ おぇくぇゃっ, つすけぉに すっぉは 
くっ こさけおかはかう ょっすう う ぉかういおうっ? ′っす すぇおけえ 
しすさぇたけゃけえ おけきこぇくうう, おけすけさぇは いぇしすさぇたせ-
っす すっぉは くぇ ゃしっ しかせつぇう あういくう, くけ しぇきう-すけ 
きに すけあっ ょけかあくに ょせきぇすぬ ゅけかけゃけえ, せきくけ 
あうすぬ: ゃけょおぇ, けすしせすしすゃうっ こさけそっししうう, くっ 
しっきぬは, ぇ おさせゅ ょさせいっえ – ょけさけあおぇ くぇ ょくけ 
ういゃっしすくぇは. ╂かぇゃくけっ, っしかう すっぉっ ょぇく てぇくし, 
くっかぬいは っゅけ せこせしおぇすぬ. ╃け おけゅけ-すけ ねすけ ょけ-
たけょうす: こけょぇさうか あっ こさうのすせ ゃけょけくぇゅさっゃぇ-
すっかぬ っゅけ ぉにゃてうえ おかうっくす! ╉けききっくすぇさうう 
いょっしぬ ういかうてくう. 

╋くけゅうっ かのょう し こけくうきぇくうっき けすくけしはすしは お 
«けすゃっさあっくくにき»: うくょうゃうょせぇかぬくにえ こさっょ-
こさうくうきぇすっかぬ ╁.╁. 〈うきけそっっゃ こけきけゅ けす-
ょっかっくうの ょさっゃっしうくけえ, うい くっひ こけしすさけうかう 
しうきこぇすうつくせの ゃっさぇくょせ, ].]. ╇かゅぇすけゃ こっさっ-
つうしかはっす ょっくぬゅう, こさうゃけいうす こさけょせおすに. ]さっ-
ょう しこけくしけさけゃ – ′.′.』っさくけしおせすけゃぇ, こさっょ-
こさうはすうっ «〈けくうお», 〈.′. 《ぇょっっゃぇ, しせこさせゅう 
╉ぇかうしすさぇすけゃに. 

– 』すけ-すけ っとひ すさっぉせっすしは ょかは ゃぇてうた こけょけ-
こっつくにた, ゃっょぬ しおけさけ いうきぇ? – しこさけしうかう きに 
┿くすけくうくせ ‶ぇゃかけゃくせ.

– ╃ぇ さぇいゃっ つすけ すさうおけ, すさせしに, たぇかぇすに, 
すぇこけつおう う くけしおう: ゃしひ-すぇおう いょっしぬ ょけき, たけ-
つっすしは, つすけぉに こけしすけはかぬちに ゃにゅかはょっかう こけ-
ょけきぇてくっきせ う つせゃしすゃけゃぇかう しっぉは おぇお ょけきぇ. 

╋けあっす, こさぇゃ ぉにか ゅけさぬおけゃしおうえ ╊せおぇ: 
«]すぇさうおせ ゅょっ すっこかけ, すぇき う さけょうくぇ»?

〈させょけすっさぇこうは –
てぇくし くぇ ゃにあうゃぇくうっ

╁しひ おぇお せ かのょっえ

«┿ きくっ こさうしくうかしは 
ゃくけゃぬ かっしけこけゃぇか –

こうかぇ, すけこけさ 
う いうきくはは ょっかはくおぇ»
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¨かぬゅぇ ぅおけゃかっゃくぇ ]╊╇╁╇′┿
╋くっ ょぇゃくけ たけすっかけしぬ こけょっかうすぬしは し つうすぇすっかはきう くぇてっえ 

ゅぇいっすに しゃけうき けこにすけき ゃけしこうすぇくうは ょっすっえ ゃ ょっすしおけき しぇょせ. 
╁ 1981 ゅけょせ きに し ょけつっさぬの こっさっったぇかう ゃ ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ. 
╁ ょっすしおけき しぇょせ わ15 きくっ こさっょかけあうかう こけょゅけすけゃうすっかぬくせの 
ゅさせここせ. ぅ しけゅかぇしうかぇしぬ う, こけくぇぉかのょぇゃ いぇ ょっすぬきう, いぇょせきぇ-
かぇしぬ. 〉 くうた くっ ぉにかけ けしけぉけえ ょさせあぉに, おぇお-すけ くぇょけ ぉにかけ うた 
しこかけすうすぬ. 

╇い けこにすぇ さぇぉけすに は いくぇかぇ, つすけ せ ょっすっえ ょけかあっく ぉにすぬ 
おぇおけえ-すけ けぉとうえ うくすっさっし, いぇくはすうっ. 

╃せきぇかぇ は, ょせきぇかぇ う こさうょせきぇかぇ! ╃っすしおうえ しぇょ こさうくぇょ-
かっあぇか ╀╆]╉. ╇ は こけてかぇ お くぇつぇかぬくうおせ ちったぇ 【せぉうつっゃせ ╁うお-
すけさせ. ぅ っゅけ いくぇかぇ っとひ ゃ のくけしすう. ╂けゃけさの: «╁うすは, は こさうてかぇ 
お すっぉっ いぇ こけきけとぬの». [ぇししおぇいぇかぇ け しっぉっ, け すけき, つすけ さぇぉけ-
すぇの ゃ ょっすしおけき しぇょうおっ, け しゃけっえ いぇょせきおっ – う «ゃけす, くせあくぇ 
すゃけは こけきけとぬ». ‶けしけゃっとぇゃてうしぬ, きに さってうかう しょっかぇすぬ 10-15 
てすせお きぇかっくぬおうた かけこぇす, 10 きっすひかけお, 5 ゅさぇぉっかぬ う 6 くけしうかけお. 
』っさっい くっょっかの さぇぉけつうっ ちったぇ こさうゃっいかう ゃしひ ねすけ ゃ ょっすしおうえ 
しぇょうお. ╆ぇ ねすけ ゃさっきは さけょうすっかう-きせあつうくに しょっかぇかう くぇき うき-
こさけゃういうさけゃぇくくにえ «しおかぇょ» ょかは ねすけゅけ うくゃっくすぇさは ゃ こけょゃぇかっ 
こけょ かっしすくうちっえ. ‶けゃっしうかう いぇきけお.

‶けおぇ あょぇかう こけょぇさおぇ けす ╀╆]╉, は さぇししおぇいにゃぇかぇ ょっすはき け 
しゃけっえ いぇすっっ, う けくう し くっすっさこっくうっき あょぇかう くぇて うくゃっくすぇさぬ. 
¨くう ょぇあっ しすぇかう ょさせあくっっ う こけしかせてくっっ.  ‶さうてかぇ こけさぇ かう-
しすけこぇょぇ, – ぇ ゃ ょっすしおけき しぇょせ きくけゅけ ょっさっゃぬっゃ, – きに ゃしっえ 
ゅさせここけえ しゅさっぉぇかう かうしすゃせ ゃ おせつう, くけしうかう っひ くぇ くけしうかおぇた ゃ 
たけいはえしすゃっくくにえ ょゃけさ. ╋っすひかおぇきう こけょきっすぇかう. [っぉはすくっ ぉにかけ 
ゃっしっかけ, ゃっょぬ かうしすゃぇ すぇおぇは おさぇしうゃぇは, ちゃっすくぇは, てせさてうす う 
こぇたくっす. ‶さうてかぇ いうきぇ, こけさぇ しくっゅけこぇょけゃ. ╃っすう さぇょけゃぇかうしぬ, 
つすけ くぇおけくっち-すけ こさうてかぇ こけさぇ こけこさけぉけゃぇすぬ ゃ ょっかっ かけこぇすおう. 
╋ぇかぬつうおう つうしすうかう ょけさけゅせ ゃょけかぬ いょぇくうは, ぇ ょっゃけつおぇき くさぇゃう-
かけしぬ こけょきっすぇすぬ きっすひかおぇきう. «』すけぉに つうしすけ ぉにかけ» – ゅけゃけさう-
かう けくう. [ってうかう しさぇいせ あっ ゃけいゃけょうすぬ ゅけさおせ. ]くっゅ くけしうかう ゃ 
けょくせ おせつせ, おせゃにさおぇかうしぬ う ゃっしっかうかうしぬ. ╂けさぇ ゃにさけしかぇ すぇおぇは 
ゃにしけおぇは う てうさけおぇは, つすけ きけあくけ ぉにかけ くぇつうくぇすぬ しすさけうすぬ う 
こけかうゃぇすぬ. ╇ けこはすぬ こさうてかう くぇ こけきけとぬ さけょうすっかう. ╆ぇ しせぉぉけすせ 
う ゃけしおさっしっくぬっ けくう しょっかぇかう くぇき つせょっしくせの ゅけさおせ.

┿ ゃ こけくっょっかぬくうお し せすさぇ ゃにこぇか しくっゅ. ╋くけゅけ しくっゅぇ. ′け 
おけゅょぇ さっぉはすぇ せゃうょっかう ゅけさせ, けくう ゃしっ さうくせかうしぬ すせょぇ. ╃けしおう 
ょかは おぇすぇくうは きに こさうゅけすけゃうかう いぇさぇくっっ. ぅ くっ しすぇかぇ うき ゅけゃけ-
さうすぬ, つすけ うた あょせす かけこぇすに, つすけ くせあくけ ぉに う しくっゅ こけょきっしすう, 
おぇお ゃしっゅょぇ きに ねすけ ょっかぇかう. ¨くう いぇしかせあうかう ねすけ おぇすぇくうっ くぇ 
ゅけさおっ! ¨くう ぉにかう すぇお しつぇしすかうゃに! ぅ こけょせきぇかぇ, くぇおぇすぇのすしは う 
こけすけき っとひ しぇきう いぇたけすはす こけさぇぉけすぇすぬ, ゃっょぬ せ くぇし っとひ きくけゅけ 
いぇょせきけお. ′け こっさっょ せたけょけき ょけきけえ, ゃっつっさけき, きに し ょっすぬきう 
しすぇかう ょけゅけゃぇさうゃぇすぬしは: おすけ ぉせょっす せすさけき おぇすぇすぬしは し ゅけさおう, 
ぇ おすけ しくっゅ こけょきっすぇすぬ. ‶さっょかけあうかぇ こけきけつぬ う きぇかにてぇき くぇ-
すぇしおぇすぬ しくっゅぇ くぇ ゅけさおう. [っぉはすぇ し せょけゃけかぬしすゃうっき う ねくすせいう-
ぇいきけき ゃいはかうしぬ いぇ ねすけ. ┿ こけおぇ せ きぇかにてっえ くっ ぉにかけ ゅけさおう, 
きけう さっぉはすぇ こさうゅかぇてぇかう ょっすっえ うい ょさせゅうた ゅさせここ こけおぇすぇすぬしは 
くぇ ゅけさおっ, しょっかぇくくけえ しゃけうきう させおぇきう. ¨くう けぉっさっゅぇかう きぇかに-
てっえ, いぇぉけすうかうしぬ け くうた う さぇょけゃぇかうしぬ, ゅかはょは くぇ しつぇしすかうゃにっ 
さぇいさせきはくうゃてうっしは かうつうおう きぇかにてっお. ╋けう ょっすおう しすぇかう けつっくぬ 
ょさせあくにきう. ┿ こけすけき きに しすぇかう かっこうすぬ しくっあくにっ そうゅせさに: 
きっょゃっょは し ぉけつおけえ きひょぇ, かうしうつおせ し ょかうくくにき くけしけき. ╁ ぉけつおせ 
きっょゃっょは きに おうょぇかう ちゃっすくにっ しくっあおう, ゃにうゅさにゃぇか すけす, おすけ 
いぇぉさけしうす うた ぉけかぬてっ ゃしった. ┿ くぇ ょかうくくにえ くけし かうしうつおう ょっ-
すうておう くぇぉさぇしにゃぇかう おさせゅう.

╃っかぇかう かぇぉうさうくすに, すけくくっかう… ]ょっかぇかう ょかうくくにえ ゃぇか, 
う さっぉはすうておう くぇ くひき けすさぇぉぇすにゃぇかう さぇゃくけゃっしうっ. ╇き ぉにかけ 
けつっくぬ ゃっしっかけ う うくすっさっしくけ. ╋くけゅけ つっゅけ きに し さっぉはすぇきう しょっ-
かぇかう ゃ すせ こぇきはすくせの いうきせ! 

┿ こけしかっ さぇぉけすに し かけこぇすぇきう う きっすかぇきう (は くっ ぉけのしぬ ねすけゅけ 
しかけゃぇ, ょぇ, けくう さぇぉけすぇかう) ょっすう おせてぇかう し すぇおうき ぇここっすうすけき う 
せょけゃけかぬしすゃうっき! ‶さけしうかう ょけぉぇゃおう! ╇ ぉにしすさっっ ょさせゅうた さけしかう, 
ぉにかう こけおさっこつっ う こけしうかぬくっっ, くっ ぉけかっかう. ぅ ぉにかぇ けつっくぬ ょけ-
ゃけかぬくぇ う ゅけさょうかぇしぬ しゃけうきう ょっすぬきう. 

¨ょくぇあょに けすっち ┿さすせさぇ ╊っえぉっかは しこさぇてうゃぇっす  せ きっくは: «』すけ 
せ ゃぇし すぇき いぇ ゃけかてっぉくにっ かけこぇすに すぇおうっ? 〉すさけき さぇくぬてっ きけえ 
しにく ゃしすぇゃぇか し すぇおけえ くっけたけすけえ, ぇ すっこっさぬ きっくは すけさけこうす – ょぇゃぇえ 
ぉにしすさっっ, ぇ すけ きくっ かけこぇすに くっ ょけしすぇくっすしは». 

‶さけてかう ゅけょに. ╇ ゃけす きけう さっぉはすぇ せあっ ゃいさけしかにっ. ′っ すぇお 
ょぇゃくけ ゃしすさっつぇの しゃけっゅけ ゃけしこうすぇくくうおぇ ]ぇてせ ╁うかぬはきけゃぇ. ‶け-
いょけさけゃぇかうしぬ, こけゅけゃけさうかう, ゃしこけきくうかう ょっすしおうえ しぇょ. ┿ けく う 
ゅけゃけさうす: «¨かぬゅぇ ぅおけゃかっゃくぇ, ぇ おぇお きに し ゃぇきう すけゅょぇ さぇぉけ-
すぇかう?! ╉かぇしし! ╀にかけ ゃっしっかけ う うくすっさっしくけ. 〉すさけき たけすっかけしぬ 
しおけさっっ ゃ ょっすしおうえ しぇょ, ぇ ゃっつっさけき せたけょうすぬ くっ たけすっかけしぬ». ╋くっ 
ぉにかけ こさうはすくけ せしかにてぇすぬ すぇおうっ しかけゃぇ.

ぅ ょぇゃくけ しょっかぇかぇ ゃにゃけょ: おけゅょぇ ょっすっえ かのぉうてぬ, けすょぇひてぬしは 
ゃしは さぇぉけすっ し くうきう, すけ う こけかせつぇってぬ けすょぇつせ けす くうた う せょけ-
ゃけかぬしすゃうっ けす さっいせかぬすぇすけゃ さぇぉけすに. ╉けくっつくけ, ゃしひ ねすけ けさゅぇくう-
いけゃにゃぇすぬ っあっょくっゃくけ, ょぇ っとひ う こけ-くぇしすけはとっきせ, ぉにかけ けつっくぬ 
たかけこけすくけ. ′け おぇおけえ さっいせかぬすぇす!

ぅ こけきくの ゃしった しゃけうた ゃけしこうすぇくくうおけゃ! ]つぇしすぬは ゃぇき, きけう 
ょけさけゅうっ!

╇╆ ‶╄[╁｠》 〉]〈

《[〉╉〈¨╁┿ぅ 
╉┿【┿ – 
》¨[¨【╄╄ 
′┿』┿╊¨ ╃′ぅ!

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
《けすけ ┿かひくに ╊┿]╉〉〈¨╁¨╈

‶¨]╊╄ すけゅけ, おぇお お ゃにこけか-
くっくうの けぉはいぇくくけしすっえ こけ 

けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは ゃ ╋╃¨〉 
こさうしすせこうかけ ¨¨¨ «┿ここっすうす» 
(おけすけさけっ しきっくうかけ くぇ ねすけき きっ-
しすっ ╇‶ ╋けおうく ╄.╁.), こさけてかけ 
つせすぬ ぉけかぬてっ きっしはちぇ, う きに さっ-
てうかう いぇょぇすぬ くっしおけかぬおけ ゃけこさけ-
しけゃ ょうさっおすけさせ ねすけえ けさゅぇくういぇ-
ちうう ′ぇすぇかぬっ ╆ゃはゅうくちっゃけえ.

– ′ぇすぇかぬは ╁ぇしうかぬっゃくぇ, し おぇおうきう 
すさせょくけしすはきう ゃぇき こさうてかけしぬ しすけか-
おくせすぬしは くぇ くぇつぇかぬくけき ねすぇこっ さぇぉけすに?

– ╁いぇうきけょっえしすゃうっ し ょっすしおうきう しぇょぇきう 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ くぇき 
こさうてかけしぬ くぇつうくぇすぬ ゃ ねおしすさっくくけき こけ-
さはょおっ: こけ しせすう, くっけぉたけょうきけ ぉにかけ ゃおかの-
つうすぬしは ゃ さぇぉけすせ ゃ すっつっくうっ ょゃせた ょくっえ. 
]っゅけょくは けいぇぉけつっくくけしすぬ ゃにいにゃぇっす すけ, 
つすけ ぉけかぬてけっ おけかうつっしすゃけ けぉけさせょけゃぇくうは, 
くぇこさうきっさ, ねかっおすさうつっしおうっ こかうすに ゃけ 
きくけゅうた ょっすしおうた しぇょぇた, すさっぉせっす さっきけくすぇ. 
′ぇきう いぇおかのつひく ょけゅけゃけさ くぇ すったくうつっしおけっ 
けぉしかせあうゃぇくうっ ねかっおすさけけぉけさせょけゃぇくうは し 
¨¨¨ «〈ったくけたけかけょ».

– ╉ぇおうっ っとひ けしくけゃくにっ きっさけ-
こさうはすうは こけ けさゅぇくういぇちうう こうすぇくうは 
ゃ ょっすしおうた しぇょぇた しっゅけょくは ゃぇきう こさけ-
ゃっょっくに?

– ′ぇ しっゅけょくはてくうえ ょっくぬ きに うとっき くっ-
ょけしすぇのとうた さぇぉけすくうおけゃ くぇ こうとっぉかけおう. 
╁にしすさけうかう かけゅうしすうおせ いぇゃけいぇ こさけょせおすけゃ. 
╋けかけつくぇは こさけょせおちうは う たかっぉ いぇゃけいはすしは 
くぇきう っあっょくっゃくけ, けゃけとう – けょうく さぇい ゃ 
くっょっかの. ]おけさけこけさすはとぇはしは きけかけつくけ-
あうさけゃぇは こさけょせおちうは う ゅぇしすさけくけきうは – ょゃぇ 
さぇいぇ ゃ くっょっかの. ‶さう ねすけき うしこけかぬいせっすしは 
しこっちうぇかういうさけゃぇくくにえ ういけすっさきうつっしおうえ 
ぇゃすけすさぇくしこけさす, うきっのとうえ しぇくうすぇさくにっ 
こぇしこけさすぇ. ╆ぇおかのつっくに ょけこけかくうすっかぬくにっ 
ょけゅけゃけさに くぇ こけしすぇゃおせ きけかけつくけえ こさけ-

ょせおちうう し ¨¨¨ «╋けかけつくにえ こさけょせおす» 
(ゅけさけょ [っゃょぇ) う たかっぉぇ し ¨¨¨ «[せししおうえ 
たかっぉ» (ゅけさけょ ╀っさひいけゃしおうえ). 〈ぇおあっ しけ-
しすけはかぇしぬ さっゃういうは けぉはいぇすっかぬくにた きっょう-
ちうくしおうた けしきけすさけゃ う こさけそうかぇおすうつっしおうた 
こさうゃうゃけお さぇぉけすくうおけゃ う しけしすぇゃかっく ゅさぇ-
そうお ょぇかぬくっえてっゅけ こさけたけあょっくうは きっ-
ょけしきけすさけゃ. ‶けしかっ こさっょゃぇさうすっかぬくにた 
おけくしせかぬすぇちうえ し しぇくうすぇさくにきう ゃさぇつぇきう 
う きっょうちうくしおうきう さぇぉけすくうおぇきう, けぉけぉ-
とうゃ けこにす う ぇししけさすうきっくす ぉかのょ ょっすしおうた 
しぇょけゃ ゅけさけょぇ, きに しけしすぇゃうかう ょっしはすうょ-
くっゃくけっ きっくの. ╁ ぉかうあぇえてっっ ゃさっきは けくけ 
ぉせょっす こっさっょぇくけ くぇ しけゅかぇしけゃぇくうっ ゃ 〈〉 
[けしこけすさっぉくぇょいけさぇ. 

– 』すけ くけゃけゅけ ぉせょっす ゃ きっくの?
– ╃っかけ ゃ すけき, つすけ くぇてぇ さぇぉけすぇ ゃ ょっす-

しおうた しぇょぇた ゅけさけょぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ しけゃこぇ-
かぇ しけ ゃしすせこかっくうっき ゃ ょっえしすゃうっ くけゃけゅけ 
]ぇく‶う′ぇ ょかは ょけておけかぬくにた せつさっあょっくうえ, 
おけすけさにえ ゃくひし しせとっしすゃっくくにっ ういきっくっ-
くうは ゃ けさゅぇくういぇちうの ょっすしおけゅけ こうすぇくうは 
う しせすけつくにっ くけさきに こけすさっぉかっくうは こさけ-
ょせおすけゃ. 〈ぇお, くけさきに いぇおかぇょおう おさせこ う 
こけすさっぉかっくうは きはしぇ ぉにかう せきっくぬてっくに, 
ぇ けゃけとっえ, そさせおすけゃ う しけおけゃ, くぇけぉけさけす, 
せゃっかうつっくに. ╁ しけけすゃっすしすゃうう し ねすうき きに 
ぉにかう ゃにくせあょっくに ういきっくはすぬ すったくうおけ-
すったくけかけゅうつっしおうっ おぇさすに けすょっかぬくにた 
ぉかのょ. ╁ すけ あっ ゃさっきは, くっかぬいは ぉにかけ こけ-
しすせこうすぬしは ゃおせしけゃにきう おぇつっしすゃぇきう こけ-

しかっょくうた. ‶さうてかけしぬ くぇたけょうすぬ う ょぇあっ 
ういけぉさっすぇすぬ くけゃにっ さっちっこすに. ′ぇこさうきっさ, 
おぇてう しすぇかう あうあっ, こさぇおすうおぇ こけおぇいに-
ゃぇっす, つすけ ょっすはき すっこっさぬ かっゅつっ うた っしすぬ. 
』すけぉに おぇお-すけ さぇいくけけぉさぇいうすぬ ぉかのょぇ, きに 
しょっかぇかう おぇてせ し そさせおすぇきう. ╉ぇお ゃにはしくう-
かけしぬ, ょっすはき ねすけ けつっくぬ くさぇゃうすしは! 〈ぇおあっ 
ゃ ぇししけさすうきっくす こさけょせおすけゃ ゃおかのつっくに 
しゃっあっいぇきけさけあっくくにっ はゅけょに (おかのおゃぇ, 
ぉさせしくうおぇ) し ちっかぬの ょけこけかくうすっかぬくけえ 
ゃうすぇきうくういぇちうう. ]っゅけょくは きに さっゅせかはさくけ 
けしせとっしすゃかはっき きけくうすけさうくゅ こけすさっぉくけ-
しすっえ ょっすっえ, うた ゃおせしけゃにた こさうしすさぇしすうえ 
う しすぇさぇっきしは, くぇしおけかぬおけ ねすけ ゃけいきけあくけ, 
せつうすにゃぇすぬ さっいせかぬすぇすに ゃ しゃけっえ さぇぉけすっ. 

〉ゃぇあぇっきにっ さけょうすっかう! ╆ぇょぇ-
ゃぇえすっ しゃけう ゃけこさけしに. ╋に こけしすぇ-
さぇっきしは くぇ くうた けすゃっすうすぬ.

┿╉『╇ぅ

╆╃¨[¨╁¨ ╀｠〈を ╆╃¨[¨╁｠╋!
‶╄[╁｠╄ ぇおちうう けさゅぇくういけゃぇかう せつぇしすくうおう こさけっおすぇ «╀せょぬ いょけさけゃ!» ゃ 

╋っあょせくぇさけょくにえ ょっくぬ けすおぇいぇ けす おせさっくうは 18 くけはぉさは. 

╉かぇししに-せつぇしすくうおう うい さぇいかうつくにた ておけか 
ゅけさけょぇ こさうょせきぇかう きくけゅけ さぇいくにた しこけ-
しけぉけゃ けぉさぇすうすぬ ゃくうきぇくうっ くぇ こさけぉかっきせ 
おせさっくうは: けょくう ておけかぬくうおう こさけてかうしぬ こけ 
ゅけさけょせ, こさっょかぇゅぇは こさけたけあうき けぉきっくはすぬ 
おけくそっすに くぇ しうゅぇさっすに う しけこさけゃけあょぇは ねすけ 
くぇこせすしすゃうっき: «¨すおぇあうすっしぬ けす おせさっくうは!», 
ょさせゅうっ ゃにてかう くぇ せかうちせ ゃ さぇえけくっ しゃけっえ 
ておけかに し しけけすゃっすしすゃせのとうきう こかぇおぇすぇきう. 
┿ せつっくうおう ておけかに わ33 しぇきう さぇいさぇぉけすぇかう 
ぇくおっすせ ょかは こさけょぇゃちけゃ ぇかおけゅけかは う すぇぉぇおぇ 
う ょゃぇ ゃうょぇ ぉせおかっすけゃ し うくそけさきぇちうっえ, おけ-
すけさぇは ょけかあくぇ きけすうゃうさけゃぇすぬ つうすぇのとっゅけ 
くぇ けすおぇい けす おせさっくうは. 

– ╃っすう ゃいはかうしぬ いぇ さぇぉけすせ し ねくすせいうぇい-
きけき, おけすけさけゅけ きに, せつうすっかは, けす くうた ょぇあっ くっ 
けあうょぇかう, – ゅけゃけさうす ╋ぇさうくぇ ]すぇくうしかぇゃけゃ-
くぇ [けゅけあうくぇ, こさっこけょぇゃぇすっかぬ ておけかに わ33. 
– ╁うょうきけ, けくう さぇょに ゃけいきけあくけしすう しょっかぇすぬ 
おぇおけっ-すけ さっぇかぬくけっ ょっかけ, こさぇおすうつっしおう つすけ-
すけ けしせとっしすゃうすぬ. ]け しゃけっえ しすけさけくに きけゅせ 
しおぇいぇすぬ, つすけ こさけぉかっきぇ おせさっくうは ゃ ておけかっ 
しせとっしすゃせっす, う っひ くっけぉたけょうきけ さってぇすぬ. 

〉つぇしすくうおけゃ こさけっおすぇ あょひす っとひ きくけゅけ 
ぇおちうえ.

〉つっくうおう ておけかに わ33

– ╃けゃけかぬくに かう ゃに さぇぉけすけえ 
くけゃけゅけ こけしすぇゃとうおぇ ょっすしおけゅけ 
こうすぇくうは? – いぇょぇかう きに ゃけこさけし 
うしこけかくはのとっきせ 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-
さの ╉ぇさこけゃせ.

– ‶けょゃけょうすぬ うすけゅう こけおぇ さぇくけ, 
– けすゃっすうか ╇ゅけさぬ ╁かぇょうきうさけゃうつ, – 
ゅかぇゃくにき おさうすっさうっき しすぇくせす けすいにゃに 
しぇきうた さけょうすっかっえ, あょひき うた ゃにしおぇ-
いにゃぇくうえ くぇ しぇえすっ berezovskii.ru う ゃ 
ゃぇてっえ ゅぇいっすっ.

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
《けすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨

╋╇′╇-《〉〈╀¨╊

ÄÅÔÈÖÈÒ ÓÄÀ×È
╇さうくぇ ╀¨╂╃┿′¨╁┿
′ぇ こさけてかけえ くっょっかっ ゃ せさぇかぬしおけえ いけくっ 

しすぇさすけゃぇか こっさゃにえ ねすぇこ ‶っさゃっくしすゃぇ [けししうう 
こけ きうくう-そせすぉけかせ しさっょう きせあしおうた おけきぇくょ 
ゃすけさけえ かうゅう. 15 おかせぉけゃ  しけさっゃくけゃぇかうしぬ くぇ 
ょゃせた こかけとぇょおぇた – ゃ きぇくっあっ «╁うい-]うくぇさぇ» 
(ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ) う くぇ こかけとぇょおっ ]¨╉ «╊う-
ょっさ» (ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ). ] 18 こけ 21 くけはぉさは 
あうすっかう ╀╂¨ きけゅかう こけぉけかっすぬ いぇ ょっぉのすうさけ-
ゃぇゃてせの ゃ ねすけき しっいけくっ おけきぇくょせ ぉっさひいけゃ-
しおけゅけ 《╉ «┿さしっくぇか», おけすけさけえ こさっょしすけはかけ 
しさぇいうすぬしは し しけこっさくうおぇきう うい ]せさゅせすぇ, ′け-
ゃけせさぇかぬしおぇ, 〈のきっくう う ¨きしおぇ.

╇ こけょょっさあおぇ ゅけさけあぇく ぉっさひいけゃしおうき そせす-
ぉけかうしすぇき ょっえしすゃうすっかぬくけ くっ こけきってぇかぇ ぉに 
ろ こっさゃにえ おさせゅ しけさっゃくけゃぇくうえ ょかは くぇてっえ おけ-
きぇくょに いぇゃっさてうかしは ぉっい けしけぉにた せしこったけゃ. «┿さ-
しっくぇかせ» せょぇかけしぬ こけかせつうすぬ かうてぬ 4 けつおぇ うい 
12. ╇すけゅ ろ こけぉっょぇ くぇょ 〈のき╂┿]〉 (ゅ. 〈のきっくぬ) 
(6:3), くうつぬは し しせさゅせすしおうき «′っそすはくうおけき» 
(2:2) う ょゃぇ ょけしぇょくにた こさけうゅさにてぇ そぇゃけさうすぇき 
しけさっゃくけゃぇくうえ ろ 〈せ╉¨[せ うい ′けゃけせさぇかぬしおぇ 
(5:3) う  «╂ぇきぉさうくせしせ» うい ¨きしおぇ (5:1). 

ろ ╉けくっつくけ, さっいせかぬすぇすに こっさゃけゅけ おさせゅぇ 
くぇし しっさぬひいくけ けゅけさつうかう. ]にゅさぇかう, すぇお しおぇ-

いぇすぬ, くぇ «すさけえおせ». ′け すさぇゅっょうう うい ねすけゅけ 
きに くっ ょっかぇっき, ろ さぇししおぇいにゃぇっす  けょうく うい 
すさっくっさけゃ «┿さしっくぇかぇ» ╁ぇしうかうえ 《ぇょっっゃ, 
ろ うゅさぇかう きに さけゃくけ, ぉっい けしけぉにた けゅさったけゃ 
う ゃ ちっかけき こけ うゅさっ くっ せしすせこぇっき くう けょくけえ 
おけきぇくょっ. 

╉さけきっ ねすけゅけ, こけ しかけゃぇき すさっくっさぇ, ぉっさひ-
いけゃしおうき そせすぉけかうしすぇき こけさけえ くっ たゃぇすぇかけ 
ねかっきっくすぇさくけえ  しきっかけしすう ゃ ぉけさぬぉっ し ぉにゃぇ-
かにき こさけすうゃくうおけき, さってうきけしすう こさけゃっしすう すけす 
うかう うくけえ けこぇしくにえ きぇくひゃさ. ‶さうつうくぇ すぇおけえ 
くっせゃっさっくくけしすう, あっかぇくうは こっさっしすさぇたけゃぇすぬしは, 

ゃ ちっかけき, はしくぇ ろ おけきぇくょぇ きせあつうく ぉっさひいけゃ-
しおけゅけ 《╉ «┿さしっくぇか» しぇきぇは きけかけょぇは くぇ ねすけき 
すせさくうさっ. ¨くぇ ぉにかぇ けさゅぇくういけゃぇくぇ きっくぬてっ 
ょゃせた きっしはちっゃ くぇいぇょ, ょぇあっ しけしすぇゃ けおけくつぇ-
すっかぬくけ っとひ くっ せすゃっさあょひく.  ]ぇきう うゅさけおう – 
くっょぇゃくうっ のくうけさに (さっぉはすぇき ゃ けしくけゃくけき こけ 
16-17 かっす) ろ ゃこっさゃにっ せつぇしすゃせのす ゃけ «ゃいさけし-
かにた» しけさっゃくけゃぇくうはた.  

╁すけさけえ ねすぇこ こっさゃっくしすゃぇ くぇつくひすしは せあっ 
ゃ しっさっょうくっ ょっおぇぉさは. ′っ いぇぉせょぬすっ こけょょっさ-
あぇすぬ くぇて «┿さしっくぇか» ゃけ ゃすけさけき おさせゅっ しけ-
さっゃくけゃぇくうえ.

╃っゃけつおう うい ょっすしぇょぇ わ2



Ïîíåäåëüíèê, 29 íîÿáðÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 13.00  «7 ╃′╄╈» 
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «‶¨╃ ′╄╀¨╋ ╁╄[¨′｠». 〈/]
10.00 «╄]〈╄]〈╁╄′′┿ぅ ╉[┿]¨〈┿». ╃/]
10.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
11.00, 02.05 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30, 02.30 “╁ ╂¨]〈ぅ》 〉 ]┿╊┿╁┿〈┿” (′┿ 〈┿〈┿[-

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

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

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

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

ぅ╆｠╉╄)
19.00, 00.30 «╉┿╃╄〈｠». 〈/]
20.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»
22.00 «¨[〉╅╇╄». 〈/]
23.00 «╅〉[¨╁». 〈/]  
00.00 «╂[┿′╇ «[〉╀╇′┿»
03.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
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 ]‶╄『[┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄. «╉[｠-

【┿ ╃╊ぅ ¨〈╋¨[¨╆╉¨╁»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
2 3 . 5 0  « ‶ ¨ ╃ ‶ ¨ ╊ を ′ ┿ ぅ 

╇╋‶╄[╇ぅ»
00.50 》/《 «‶╄[╄╅╇〈を [¨╅╃╄-

]〈╁¨»
02.30 》/《 «‶╄[╁｠╈ ╁｠]〈[╄╊»
04.25 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «╀╄╆¨〈╁╄〈′┿ぅ ╊ぃ-

╀¨╁を. [╇╋╋┿ ╉┿╆┿╉¨╁┿»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «]╁┿〈｠ - 4»
23.10 〈/] «〈┿╈′｠ ]╊╄╃-

]〈╁╇ぅ»
00.05 ╁╄]〈╇+
00.25 〈/] «〈┿╈′｠ ]╊╄╃-

]〈╁╇ぅ»
01.30 》/《 «╄╂¨ ╀┿〈┿╊を¨′»
04.15 ╂¨[¨╃¨╉
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋»
8.30 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉
9.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «¨╀╆¨[. 』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄. ¨╀╆¨[ 
╆┿ ′╄╃╄╊ぃ» 

10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.30 ╀¨╄╁╇╉ «╉¨╃╄╉] 』╄]〈╇»
15.30, 18.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆-

╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]【╄-
]〈╁╇╄»

16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╋〉》-

〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «╊╇〈╄╈′｠╈»
21.30 》/《 «‶]╄╁╃¨′╇╋ «┿╊╀┿-

′╄『» - 3»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
2 3 . 3 5  « 』 ╄ ] 〈 ′ ｠ ╈  ‶ ¨ ′ ╄ -

╃╄╊を′╇╉»
00.25 «【╉¨╊┿ ╆╊¨]╊¨╁╇ぅ». 

〈¨╉-【¨〉
01.15 «《〉〈╀¨╊を′┿ぅ ′¨』を»
01.45 》/《 «╀¨╊を【┿ぅ ]╄╋をぅ»
03.55 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿»

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
10.40 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.55 》/《 «]╄[╄╅┿»
12.15, 16.35, 18.30, 20.45, 00.45 

╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.30 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
13.25 ╋〉╆╄╇ ╋╇[┿
13.55 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を ′┿╀¨-

╉¨╁. ╋┿【╄′を╉┿
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 〈/] «╆┿╂┿╃¨』′｠╄ ╇]〈¨-

[╇╇ ぁ′╇╃ ╀╊┿╈〈¨′»
17.05 ] ‶¨〈¨╊╉┿
17.35 20 ╊╄〈 [¨]]╇╈]╉¨╋〉 ′┿-

『╇¨′┿╊を′¨╋〉 ¨[╉╄]〈[〉
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20 . 05  ]┿〈╇ .  ′╄]╉〉』′┿ぅ 

╉╊┿]]╇╉┿...
21.25, 01.40 ACADEMIA
22.15 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.00 ╂╊┿╆┿ ╁ ╂╊┿╆┿
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 ╇]╉┿〈╄╊╇
0 2 . 2 5  ╀ ┿ ╊ ╄ 〈  « [ ¨ ╋ ╄ ¨  ╇ 

╃╅〉╊を╄〈〈┿»

7.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
9.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
9.45 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.15 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
10.45 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
11.20, 01.20, 05.55 TOP GEAR
12.15, 02.35 «′┿〉╉┿ 2.0» 
12.50, 03.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
14.00, 23.50 ╁╄]〈╇.RU
14.15, 00.10, 02.25 ╁╄]〈╇- 

]‶¨[〈
14.25 《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿
15.15 《〉〈╀¨╊. «╆╄′╇〈» (]‶╀) 

- «╉[｠╊をぅ ]¨╁╄〈¨╁» 
(]┿╋┿[┿)

17.15 》/《 «╉¨[¨╊を ¨[〉╅╇ぅ»
19.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨-

╊¨╂╇╇
19.25 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
19.50 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆-

[╄′╇╄ 
20.00 «10 +» 
20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
20.40 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
21.00 》¨╉╉╄╈. ]╉┿ (]‶╀) - 

«┿╁┿′╂┿[╃» 
23.15 «¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁» 
00.25, 05.05 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.20 «╅╄′╇〈を╀┿ ╀┿╊を╆┿╋╇′¨-

╁┿». ╉¨╋╄╃╇ぅ
10.00 》/《 «¨〈[ぅ╃ ̈ ]¨╀¨╂¨ ′┿-

╆′┿』╄′╇ぅ»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 «╉〉╊を〈〉[′｠╈ ¨╀╋╄′»
13.25 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.30 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.55 〈/] «¨‶╊┿』╄′¨ ]╋╄[〈をぃ»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
2 1 . 0 0  « ] ╇ ╁ ｠ ╈  ╋ ╄ [ ╇ ′ » . 

╃╄〈╄╉〈╇╁
22.50 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.10 «╉〉╊を〈〉[′｠╈ ¨╀╋╄′»
00.40 ╃/《 «ぅ╃╄[′｠╈ ╃╅╇》┿╃»
01.30 «‶[┿╁¨ - ′┿╊╄╁¨». ]‶╄-

『╇┿╊を′｠╈ [╄‶¨[〈┿╅
01.45 》/《 «╋¨【╄′′╇╉╇»
03.35 «〈╄》′¨‶¨╊╇]»

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
15.40 》/《 «╆′┿╋╄′╇╄»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
2 0 . 3 0  〈 / ]  « [ ╄ ┿ ╊ を ′ ｠ ╄ 

‶┿『┿′｠»
2 1 . 0 0  》 / 《  « ╋ ┿ ╊ を 』 ╇ ╉  ╁ 

╃╄╁¨』╉╄»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉¨╋‶をぃ〈╄[】╇╉╇»
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
03.45 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.45 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[

5.30 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇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 》/《 «′┿ ╋¨[╄!» 
1 6 . 3 0  « ╅ ╇ ╆ ′ を  ╁  ] 〈 ╇ ╊ ╄ 

WELLNESS» 
16.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.50 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «ぁ╉╁┿〈¨[»
23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
0 0 . 1 0  « ╅ ╇ ╆ ′ を  ╁  ] 〈 ╇ ╊ ╄ 

WELLNESS» 
00.30 «╋┿]╉╇-【¨〉»
01.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
02.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
04.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00, 04.40 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-

′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ 

╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «]〈[╄╊¨╉»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «〈[ぃ╉┿』╇»
22.00 «╁¨[¨╁]╉┿ぅ ╋┿]〈を»
23.00 «╃┿╊を′╇╄ [¨╃]〈╁╄′-

′╇╉╇»
00.00 «〈[╇ 〉╂╊┿»
01.00 «[╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨-

[╇╇»
01.45 》/《 «╊〉』【╇╄ ╇╆ ╊〉』-

【╇》»
03.40 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ╉┿╀┿′｠»
05.05 «╃〉[┿╉╇, ╃¨[¨╂╇, ╃╄′を╂╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
10.30 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
11.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «【╄]〈¨╈ 

ぁ╊╄╋╄′〈»
13.20 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
14.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21 .30  ╀¨╄╁╇╉ «╂¨╊〉╀┿ぅ 

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

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

〈[¨【¨╉»
03.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «′┿╈〈╇ 

┿╋┿′╃〉»
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 «¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
12.55 ‶¨╂¨╃┿
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05, 18.30 〈/] «╂╊┿╁′｠╄ [¨╊╇»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05, 22.00 〈/] «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ╀╄╆╃′｠»
17.10 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30,  03 .40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ.  〈[〉╃¨╁｠╄ 

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

‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «‶¨╃ ′╄╀¨╋ ╁╄[¨′｠». 〈/]
10.00 “╄]〈╄]〈╁╄′′┿ぅ ╉[┿]¨〈┿”. ╃/]          
10.30 ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈
11.00, 02.35 «╉′╇╂┿»
11.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!»
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, 02.10 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を…» 

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

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.50, 01.20  «╆╁╄╆╃┿ ╋¨ぅ ╃┿╊を′ぅぅ». 〈/《 

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

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
19.00, 00.30 «╉┿╃╄〈｠». 〈/]
20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»
22.00 «¨[〉╅╇╄». 〈/] 
23.00 «╅〉[¨╁». 〈/]
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
03.00 ╉¨′『╄[〈 ╇╆ ‶[¨╇╆╁╄╃╄′╇╈ [┿╋╇]┿ 

┿╈╋╄〈┿

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «‶¨╃ ′╄╀¨╋ ╁╄[¨′｠». 〈/]
10.00 “╄]〈╄]〈╁╄′′┿ぅ ╉[┿]¨〈┿”. ╃/]
10.30, 02.15 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
11.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»
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»
15.45, 01.20 «╆╁╄╆╃┿ ╋¨ぅ ╃┿╊を′ぅぅ». 〈/《 (′┿ 

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

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

[┿ 【┿╋╇╊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 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╂┿[┿╅╇»
22.30 «╂╄′′┿╃╇╈ 》┿╆┿′¨╁. 

╋╇]〈╇』╄]╉╇╈ ┿╁〈¨-
‶¨[〈[╄〈»

23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «╁[┿〈┿»
00.40 》/《 «〈╄╋′┿ぅ ╁¨╃┿»
02.40 》/《 «]╄╋╄╈′｠╄ ╂[╄》╇»
04.25 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «ぅ ╄】╄ ╁]╄ ]｠╂[┿ぃ!». 

╁ぅ』╄]╊┿╁ ′╄╁╇′′｠╈»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «]╁┿〈｠ - 4»
23.10 〈/] «〈┿╈′｠ ]╊╄╃-

]〈╁╇ぅ»
00.05 ╁╄]〈╇+
00.25 〈/] «〈┿╈′｠ ]╊╄╃-

]〈╁╇ぅ»
01.20 》/《 «〉╀[┿〈を ╉┿[〈╄[┿»
03.25 〈/] «╉╁┿[〈╄〈 ╂╁┿[′╄[╇»

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

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨-

╇]【╄]〈╁╇╄. [┿]]╊╄╃¨-
╁┿′╇╄»

10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.30 ╀¨╄╁╇╉ «╉¨╃╄╉] 』╄]〈╇»
15.30, 18.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆-

╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]【╄-
]〈╁╇╄»

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

╋〉》〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 〈/] «╊╇〈╄╈′｠╈»
21.30 》/《 «‶]╄╁╃¨′╇╋ «┿╊╀┿-

′╄『» - 3»
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ»
23.35 «╉┿‶╇〈┿╊.RU»
00.30 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿»
01.05 》/《 «╊╄【╇╈»
03.00 〈/] «╁╇′〈¨╁┿ぅ ╊╄]〈-

′╇『┿»
03.55 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «‶╄]′を ¨ ]』┿]〈を╇»
12.20, 16.35, 17.35, 18.30 ╃¨╉〉╋. 

《╇╊を╋｠
13.35 ╋¨╈ ぁ[╋╇〈┿╅
14.05 》/《 «》¨╅╃╄′╇╄ ‶¨ ╋〉-

╉┿╋», 1 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 〈/] «╆┿╂┿╃¨』′｠╄ ╇]〈¨-

[╇╇ ぁ′╇╃ ╀╊┿╈〈¨′»
17.05 [〉]]╉╇╈ ]〈╇╊を
17.50 20 ╊╄〈 [¨]]╇╈]╉¨╋〉 ′┿-

『╇¨′┿╊を′¨╋〉 ¨[╉╄]〈[〉
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
20.45 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
21.25, 01.55 ACADEMIA
22.15 ┿‶¨╉[╇《
23.00 ╂╊┿╆┿ ╁ ╂╊┿╆┿
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╋〉╅]╉¨╄-╅╄′]╉¨╄: 

15 〈¨』′｠》 《┿╉〈¨╁»
01.35 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╋¨╋╄′〈

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 TOP GEAR
12.20 «╋╄[〈╁┿ぅ ╆¨′┿»
12.50 «′┿〉╉┿ 2.0» 
13.20, 02.20 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
14.00 ╁╄]〈╇.RU
14.15, 18.45, 00.20, 02.10 

╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.25 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
15.15 ╀¨╉]
16.30 》/《 «‶¨╀╄╂ ╇╆ 〈ぃ[を╋｠»
18.30, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30 ╉┿╋╄[〈¨′ 
20.20 ╁╄]〈╇ ′┿]〈¨╊を′¨╂¨ 

〈╄′′╇]┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.40 》¨╉╉╄╈. 『]╉┿ - «╋╄〈┿╊-

╊〉[╂» (′¨╁¨╉〉╆′.) 
00.35 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 》/《 «╉¨[¨′┿ [¨]]╇╈]╉¨╈ 

╇╋‶╄[╇╇, ╇╊╇ ]′¨╁┿ 
′╄〉╊¨╁╇╋｠╄»

11.10, 15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁-
╉┿, 38»

11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «╊ぃ╀¨╁を ′┿ ¨]〈[╇╄ 

′¨╅┿». ╃╄〈╄╉〈╇╁
13.40 ╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ ╁╇′｠
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.25 〈/] «╀╊╇╆′╄『｠»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.55 «¨‶╊┿』╄′¨ ]╋╄[〈をぃ»
1 9 . 5 5  « ╋ ¨ ] ╉ ¨ ╁ ] ╉ ╇ ╈ 

╋┿[【[〉〈»
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
2 1 . 0 0  « ] ╇ ╁ ｠ ╈  ╋ ╄ [ ╇ ′ » . 

╃╄〈╄╉〈╇╁
22.50 ╃/《 «┿╊┿╁╄[╃｠ ╂╄′′┿-

╃╇ぃ 》┿╆┿′¨╁〉»
00.10 «╅┿[╉╇╈ ′¨ぅ╀[を». 

╀¨╄╁╇╉
04.00 «〈╄》′¨‶¨╊╇]»

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

╉¨[¨╊┱╁╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
1 6 . 1 5  》 / 《  « ╋ ┿ ╊ を 』 ╇ ╉  ╁ 

╃╄╁¨』╉╄»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
2 0 . 3 0  〈 / ]  « [ ╄ ┿ ╊ を ′ ｠ ╄ 

‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «〉╃┿』╇, 』┿╉!»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 ]╄╉] ] ┿. 』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉¨╋‶をぃ〈╄[】╇╉╇»
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
03.20 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.15 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[

5.25 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
1 1 . 0 0  « ╅ ╇ ╆ ′ を  ╁  ] 〈 ╇ ╊ ╄ 

WELLNESS» 
11.20 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂» 
14.00 «〈¨, 』〈¨ ′┿╃¨»
14.30 》/《 «ぁ╉╁┿〈¨[»
16.30 «¨〈╉»
16.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.50 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «〈┿╈′┿ ╁¨╊』を╄╈ 

‶┿]〈╇» 
23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
23.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
00.40 «╋┿]╉╇-【¨〉»
01.10 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
02.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
04.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00, 04.40 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ 

‶╊┿′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ 

╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
1 4 . 0 0  》 / 《  « ╊ 〉 』 【 ╇ ╄  ╇ ╆ 

╊〉』【╇》»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «〈[ぃ╉┿』╇»
22.00 «╉[┿]′｠╈ ╁¨]〈¨╉»
23.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
00.00 》/《 «╊〉』【╇╄ ╇╆ ╊〉』【╇》: 

╀╇〈╁┿ ╁ «╉¨╊╇╆╄╄»
01.55 〈/] «╀╄╂╊╄『 ╇╆ ‶[╄╇]-

‶¨╃′╄╈»
03.40 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ╉┿╀┿′｠»
05.10 «╃〉[┿╉╇, ╃¨[¨╂╇, ╃╄′を╂╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
10.30 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
11.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊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】┿ぅ 

′ぅ′ぅ»
02.45 》/《 «《┿′┿〈»
05.00 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 

]〈¨〉′»

5.20, 9.30, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. 〈[〉╃¨╁｠╄ ¨〈′¨【╄′╇ぅ»
6.35, 18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «╂〉[╋ぁ»
9.40 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 ╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
11.40 «╁╊┿]〈を ′┿[¨╃┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
12.45, 13.45 «¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
13.10 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
14.05, 18.30 〈/] «╂╊┿╁′｠╄ [¨╊╇»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
16.05, 22.00 〈/] «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ╀╄╆╃′｠»
17.10 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
17.30 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[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. 

«╁¨]]〈┿′╇╄ 』┿╈′╇╉¨╁»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «〈〉[ ╃╄ 《[┿′]»
01.40 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨[¨╅′｠╄ 

‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ»
03.30 〈/] «〈┿╈′｠ 〈╇》¨╂¨ 

¨╉╄┿′┿»
04.25 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «╃╇┿╀╄〈. ‶[╇╂¨╁¨[ 

¨〈╋╄′ぅ╄〈]ぅ»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
1 4 . 5 0  〈 / ]  « ╉ 〉 ╊ ┿ ╂ ╇ ′  ╇ 

‶┿[〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «]╁┿〈｠ - 4»
23.10 〈/] «〈┿╈′｠ ]╊╄╃]〈╁╇ぅ»
00.05 ╁╄]〈╇+
00.25 〈/] «〈┿╈′｠ ]╊╄╃-

]〈╁╇ぅ»
01.20 》/《 «╀╄╂╇, [¨′′╇, 

╀╄╂╇!»
03.05 〈/] «╉╁┿[〈╄〈 ╂╁┿[′╄[╇»
04.30 ╂¨[¨╃¨╉

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

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

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

╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]【╄-
]〈╁╇╄»

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

╋〉》〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.40 〈/] «╊╇〈╄╈′｠╈»
22.45 《〉〈╀¨╊. ╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠ 

〉╄《┿. «╆╄′╇〈» - «┿′╃╄[-
╊╄》〈» (╀╄╊を╂╇ぅ) 

01.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
01.20 ╉╄╁╇′ ]‶╄╈]╇, 》╄╊╄′ 

》┿′〈 ╁ 《╇╊を╋╄ «╆┿‶╊┿〈╇ 
╁‶╄[╄╃»

03.55 ̈ ]〈[¨]ぃ╅╄〈′｠╈ ]╄[╇┿╊ 
«╁╇′〈¨╁┿ぅ ╊╄]〈′╇『┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╋〉╅]╉¨╄-╅╄′]╉¨╄: 

15 〈¨』′｠》 《┿╉〈¨╁»
12.25, 16.35, 17.30, 18.40, 02.40 

╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.40 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ 

]╄╊┿
14.10 》/《 «》¨╅╃╄′╇╄ ‶¨ ╋〉-

╉┿╋», 2 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 〈/] «╆┿╂┿╃¨』′｠╄ ╇]〈¨-

[╇╇ ぁ′╇╃ ╀╊┿╈〈¨′»
17.05 [〉]]╉╇╈ ]〈╇╊を
17.50 20 ╊╄〈 [¨]]╇╈]╉¨╋〉 ′┿-

『╇¨′┿╊を′¨╋〉 ¨[╉╄]〈[〉
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.45 ¨]〈[¨╁┿
21.25, 01.55 ACADEMIA
22.15 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.00 ╂╊┿╆┿ ╁ ╂╊┿╆┿
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╃╁╄ ╇╊╇ 〈[╇ ╁╄】╇, 

╉¨〈¨[｠╄ ぅ ╆′┿ぃ ¨ ′╄╈»
01.25 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╋¨╋╄′〈

7.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05, 18.15 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ 

╊╇『┿
9.15, 18.30 «10 +» 
9.35 ╁╄]〈╇ ′┿]〈¨╊を′¨╂¨ 

〈╄′′╇]┿
9.45 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 

〉[┿╊┿ 
10.00 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
10.40 ╉┿╋╄[〈¨′ 
11.10 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
11.35, 17.05, 01.30, 05.55 TOP 

GEAR
12.20 «╋╄[〈╁┿ぅ ╆¨′┿ - 2»
12.45, 02.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
14.00, 00.25 ╁╄]〈╇.RU
14.15, 00.45, 02.35 ╁╄]〈╇- 

]‶¨[〈
14.25 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
14.55 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿» 
15.30 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
19.55 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
20.15 ╀╇┿〈╊¨′
22.00 》/《 «]╋╄[〈╄╊を′¨╄ 

¨[〉╅╇╄-4» 
01.00 «[╄╈〈╇′╂»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 》/《 «╆┿]〈┿╁┿ ╁ ╂¨[┿》»
10.25 ╃/《 «╅╇╁¨〈′｠╄ ′┿ 

╁¨╈′╄»
11.10, 15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «╊ぃ╀¨╁を ′┿ ¨]〈[╇╄ 

′¨╅┿». ╃╄〈╄╉〈╇╁
13.40 «PRO ╅╇╆′を». 〈¨╉-【¨〉
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.25 〈/] «╆¨╊¨〈¨ 〈[¨╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
1 8 . 5 5  〈 / ]  « ¨ ‶ ╊ ┿ 』 ╄ ′ ¨ 

]╋╄[〈をぃ»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.40 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╉¨╋′┿〈┿ ] ╁╇╃¨╋ 

′┿ ¨╂′╇»
22.45 «╃╄╊¨ ‶[╇′『╇‶┿»
00.15 》/《 «‶[╇【╄╊を『｠»
02.15 》/《 «╁′〉╉ ╉¨]╋¨′┿╁〈┿»
03.50 «〈╄》′¨‶¨╊╇]»

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 〈┿╉]╇
7.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 〈/] «╉¨╋‶をぃ〈╄[】╇╉╇»
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 〈/] «〉′╇╁╄[»
2 0 . 3 0  〈 / ]  « [ ╄ ┿ ╊ を ′ ｠ ╄ 

‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ╋¨╄╂¨ 

╊〉』【╄╂¨ ╃[〉╂┿»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉¨╋‶をぃ〈╄[】╇╉╇»
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.50 ╉╊〉╀ ╀｠╁【╇》 ╅╄′
04.50 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[

5.25 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30, 23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ» 
9.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 «36,6». ‶[¨╂[┿╋╋┿ 

¨ ╆╃¨[¨╁を╄
11.20 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂»
14.00 «╂╄¨╂[┿《╇ぅ ]╄╋を╇»
14.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.40 》/《 «〈┿╈′┿ ╁¨╊』を╄╈ 

‶┿]〈╇» 
16.30 «╋╄╊を′╇『┿»
17.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.50 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «〉╊を〈[┿《╇¨╊╄〈»
23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.50 ]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
00.40 «╋┿]╉╇-【¨〉»
01.10 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿
02.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
04.00 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00, 04.30 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-

′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╊〉』【╇╄ ╇╆ ╊〉』【╇》: 

╀╇〈╁┿ ╁ «╉¨╊╇╆╄╄»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «〈[ぃ╉┿』╇»
22.00 «╉¨′╁╄╈╄[ ]╋╄[〈╇»
23.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
00.00 》/《 «╊〉』【╇╄ ╇╆ ╊〉』【╇》: 

╁¨╆╁[┿〈┿ ′╄〈»
01.50 〈/] «╀╄╂╊╄『 ╇╆ ‶[╄╇]-

‶¨╃′╄╈»
02.45 «‶¨╉╄[-╃〉ぁ╊を»
03.35 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ╉┿╀┿′｠»
05.00 «╃〉[┿╉╇, ╃¨[¨╂╇, ╃╄′を╂╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.30 〈/] «╋┿[╂¨【┿»
10.30 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
11.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «╋┿[╂¨【┿»
2 1 . 3 0  ╀ ¨ ╄ ╁ ╇ ╉  « ] ╄ [ ╃ 『 ╄ 

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

‶╊┿′┿»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 》/《 «╀╄╆╅┿╊¨]〈′｠╈»
02.45 ╃[┿╋┿ «╉┿‶¨〈╄»
05.00 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 

]〈¨〉′»

5.20, 9.30, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╆╃¨[¨╁を╄»
6.35, 18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
9.40 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.40 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄»
12.45, 13.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 〈/] «╂╊┿╁′｠╄ [¨╊╇»
15.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.35 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
16.05, 22.00 〈/] «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ╀╄╆╃′｠»
17.10 «]╁¨╈ ╃¨╋»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
18.30, 00.55 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «〉╂╋╉» - «╂¨]‶╇』» (》¨[╁┿〈╇ぅ)
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ¨╀[┿╆¨╁┿′╇╄»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
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┶┿ ┦┲┫╀┰┬ ┰┩┱╃ ┵ ┵┲┥┲┭!
┿くくぇ ╋┿╊╉¨╁┿, ゃっすっさぇく こっょぇゅけゅうつっしおけゅけ すさせょぇ

╁ こけしかっょくっっ ゃさっきは «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» つぇ-
しすけ こけょくうきぇか こさけぉかっきせ きせしけさぇ う ゅさはいう ゃ ゅけさけょっ. 
╃っえしすゃうすっかぬくけ, しすにょくけ いぇ くぇてうた あうすっかっえ, おけすけ-
さにき ゅかぇゃくけっ しけさ うい ういぉに ゃにくっしすう,  ぇ すぇき たけすぬ すさぇ-
ゃぇ くっ さぇしすう. ′っ ゅさってくけ う しすぇおぇくつうお けす きけさけあっくけ-
ゅけ, おけくそっすくにえ そぇくすうお ぉさけしうすぬ こけょ くけゅう… 

ぅ あうゃせ ゃ つぇしすくけき しっおすけさっ, さはょけき し ょけきけき おけ-
かけくおぇ, うい おけすけさけえ ぉっさせす ゃけょせ おぇくうしすさぇきう う ぉけつおぇ-
きう くっ すけかぬおけ ぉっさっいけゃつぇくっ, くけ う っおぇすっさうくぉせさあちに. 
╁けょうすっかう すせす あっ きけのす しゃけう きぇてうくに, ゃにぉさぇしにゃぇは 
うい しぇかけくけゃ こせしすにっ ぉせすにかおう, ぉせきぇゅせ, けょくけさぇいけゃせの 
こけしせょせ. ‶けさけえ う あうすっかはき せかうちに «くっ こけょ しうかせ» ょけ-
くっしすう ょけ きせしけさおう しゃけえ たかぇき, かっゅつっ, おけくっつくけ, けしすぇ-
ゃうすぬ きっておう くぇ けぉけつうくっ ょけさけゅう, ゅぇいけくっ, ゃ すさぇゃっ. 

╁しこけきうくぇの, おぇお けょくぇあょに は けすょにたぇかぇ ゃ ╂っさきぇ-
くうう せ ぉにゃてうた せつっくうおけゃ. ╉けゅょぇ きっしはち しこせしすは しけ-
ぉさぇかぇしぬ ょけきけえ, たけいはっゃぇ ゃ てせすおせ けすゃっすうかう: «┿くくぇ 
╉うさうかかけゃくぇ, くぇえょひすっ けょくせ ぉさけてっくくせの ぉせきぇあおせ ゃ 
かのぉけき ゅけさけょっ, すけゅょぇ う けすこせしすうき ゃぇし!». ‶さけったぇゃ 

ょっしはすけお きぇかにた う ぉけかぬてうた くぇしっかひくくにた こせくおすけゃ, 
は すぇお う くっ くぇてかぇ うしおけきけっ. ╉ぇお は こけいぇゃうょけゃぇかぇ 
つうしすけすっ ょけさけゅ, しおゃっさけゃ う こかけとぇょっえ ゃ ╁うしぉぇょっくっ, 
╊のょゃうゅしぉせさゅっ! ╁ くっおけすけさにた ゅけさけょぇた ぉさけしぇかうしぬ ゃ 
ゅかぇいぇ はさおうっ すぇぉかうつおう し くぇょこうしはきう: «Nimm mich 
mit! Müll» う «Vergiß mich nicht! Müll» («╁けいぬきう 
きっくは し しけぉけえ. ╋せしけさ», «′っ いぇぉせょぬ きっくは. ╋せしけさ»). 

┿ こけすけき ょゃぇあょに し ゃういうすぇきう うい ╂っさきぇくうう こけぉに-
ゃぇか きせあ きけっえ せつっくうちに. ╄ゅけ こけさぇいうかけ ゅけしすっこさう-
うきしすゃけ さけししうはく, ぇ すぇおあっ… くっせたけあっくくけしすぬ せかうち. 
╂さはいぬ う きせしけさ くっ きけゅかう しおさにすぬ くう ょっおぇぉさぬしおうえ 
しくっゅ, くう ぇゃゅせしすけゃしおぇは いっかっくぬ. ╄きせ こけおぇいぇかけしぬ, つすけ 
あうすっかはき ぉっいさぇいかうつくけ, っしすぬ ゃけおさせゅ くうた こけさはょけお 
うかう くっす っゅけ. ┿ ゃっょぬ ゅけしすぬ ぉにか こさぇゃ: つうしすけすぇ くぇ 
せかうちぇた いぇゃうしうす う けす くぇし しぇきうた. ‶さうつひき, きくけゅけゅけ 
う くっ すさっぉせっすしは: こけしぇょう ちゃっすけお, ょけくっしう しゃけえ こぇおっす 
ょけ おけくすっえくっさぇ.

』╇〈┿〈╄╊を ╃╄╊╇〈]ぅ
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881 すにしはつぇ させぉかっえ いぇかけあっくぇ ゃ ゅけさけょしおけえ ぉのょあっす  
2010 ゅけょぇ くぇ きっさけこさうはすうは こけ けたさぇくっ けおさせあぇのとっえ しさっょに. 
╂かぇゃくにっ しすぇすぬう さぇしたけょぇ – さぇいかうつくにっ うししかっょけゃぇくうは ゃけょけうし-
すけつくうおけゃ, ぇ すぇおあっ ねおけかけゅうつっしおけっ ゃけしこうすぇくうっ こけょさぇしすぇのとっ-
ゅけ こけおけかっくうは: ておけかはさに, こけさぇぉけすぇゃてうっ ゃ こはすけえ, すさせょけゃけえ, 
つっすゃっさすう くぇ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃっ さけょくけゅけ ゅけさけょぇ う こけしひかおけゃ, 
こけかせつぇのす ゃけいくぇゅさぇあょっくうっ.

╁ ╂¨╃ 〉』╇〈╄╊ぅ
╁けししすぇくけゃかっくくにえ ねすうき かっすけき ゃ ╊せぉはくけき おけかけょっち くぇいゃぇかう «〉つう-

すっかぬしおうえ». ╇くょうゃうょせぇかぬくにえ こさっょこさうくうきぇすっかぬ ╉ぇかぇてくうおけゃ ┿.╁., いぇ-
くうきぇゃてうえしは っゅけ さっしすぇゃさぇちうっえ, ぉにか しけゃしっき くっ こさけすうゃ すぇおけゅけ «うきはくぇ-
さっつっくうは»: おぇお-くうおぇお くにくつっ ╂けょ せつうすっかは, ぇ しぇき ┿かっおしっえ ╁うすぇかぬっゃうつ 
しけたさぇくうか たけさけてうっ ゃけしこけきうくぇくうは け こっょぇゅけゅぇた さけょくけゅけ ¨〉 わ21. ┿ くぇ 
ょくはた ぉにか こさうくはす う さけょくうお ゃ ╋ぇかうくけゃおっ, ゃけいさけあょひくくにえ お あういくう けこはすぬ 
あっ ┿. ╉ぇかぇてくうおけゃにき. ′ぇいゃぇくうっ うしすけつくうおぇ – «╃うさっおすけさせ ておけかに» – 
しすぇかけ う こけしゃはとっくうっき ぉにゃてっきせ させおけゃけょうすっかの かけしうくけゃしおけえ ておけかに 
′うくっ ╂っくくぇょぬっゃくっ ╉せかぬおけゃけえ.  

¨ くぇてうた さけょくうおぇた う おけかけょちぇた いくぇのす くっ すけかぬおけ ぉっさっいけゃつぇくっ:  し 
2001-ゅけ ╋うくうしすっさしすゃけ こさうさけょくにた さっしせさしけゃ ゃにこせしおぇっす ゃ しゃっす っあっ-
ゅけょくけ ぇかぬぉけき «[けょくうおう ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう». ╇ おかのつうおう, おけかけょちに 
╀╂¨  ゃしっゅょぇ くぇたけょはす すぇき きっしすけ. 〈ぇお, ゃ こさけてかけき ゅけょせ ういょぇくうっ ぉにかけ 
こけしゃはとっくけ 65-かっすうの ‶けぉっょに, う そけすけ ょゃせた さけょくうおけゃ – ╉させすうおけゃしおけゅけ, 
つすけ ゃ ]ぇさぇこせかおっ, う しすぇさけこにてきうくしおけゅけ «╁ こぇきはすぬ け ゃっすっさぇくぇた» – せおさぇ-
しうかう しすさぇくうちに ぇかぬぉけきぇ.

╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

′┿〈┿【╉┿, ょけえょは ょけ こっさっおさひしすおぇ, きけすくせかぇ ゅけかけゃけえ う こけ-
ゃっさくせかぇ くっ ゃこさぇゃけ, おぇお ょけゅけゃぇさうゃぇかうしぬ, ぇ ゃかっゃけ. ╄え ぉにかけ 

ゃしひ さぇゃくけ, つすけ け くっえ こけょせきぇっす おけきこぇくうは: ょけきぇ っひ あょぇか さっぉひくけお 
う けくぇ, しけしおせつうゃてうしぬ, こけしこってうかぇ お くっきせ.

– ╅っさっぉひくけお-すけ せあっ ゃいさけしかにえ, 
くっす, くぇょけ おけくすさけかうさけゃぇすぬ っゅけ ょっくぬ 
う くけつぬ! – こさうすゃけさくけ ゃけいきせとぇっすしは 
しぇきけゃけかぬしすゃけき おけぉにかに っひ たけいはうく 
┿かっおしっえ ╁ぇしうかぬっゃうつ ‶っさきうくけゃ. 

╋けかけょぇは かけてぇょおぇ, したさせきおぇゃ 
こさうゅけすけゃかっくくにっ くぇきう しせたぇさうおう う 
おうゃう, しすぇかぇ ぉけかっっ こけおかぇょうしすけえ う 
さにしぬの こけきつぇかぇしぬ こけ くぇきっつっくくけきせ 
きぇさてさせすせ, こっさゃけえ けしすぇくけゃおけえ くぇ 
おけすけさけき ぉにか おかのつ くぇ せかうちっ ╅う-

すせたうくぇ. ╅っかぇのとうた こさけおぇすうすぬしは ゃ 
すっかっゅっ ぉにかけ かうておぇ, くっ せきっしすうゃ-
てうっしは ゃ くっえ さっぉはすぇ し くっけたけすけえ 
こっさっしっかう ゃ «╁けかゅせ»: 135 かけてぇょう-
くにた しうか こさうゃかっおぇかう こけょさけしすおけゃ 
きっくぬてっ, つっき けょくぇ ′ぇすぇておぇ. ╇ ねすけ 
こさうすけき, つすけ のくにっ しぇさぇこせかぬちに 
くっ けぉょっかっくに けぉとっくうっき し そかけ-
さけえ う そぇせくけえ. «‶さっょしすぇゃかはっすっ, 
せ きっくは ょけきぇ あうゃひす つっさっこぇたぇ! ┿ 
っとひ おせさうちに, せすおう, おさけかうおう, おけいに, 

しゃうくぬう, おけくぬ う こはすぬ おけさけゃ, – さぇし-
しおぇいにゃぇっす こけ ょけさけゅっ ょっゃつせておぇ し 
けいけさくにきう ゅかぇいぇきう. «〈ゃけう さけょうすっ-
かう – そっさきっさに?» «′っす, くぇき ゃしひ ねすけ 
しぇきうき くぇょけ!»

′ぇ きっしすっ くぇし せあっ あょひす ┿かっお-
しぇくょさ ]っさゅっっゃうつ ′うおうそけさけゃ, きぇ-
しすっさ ちったぇ わ20 ╀╆]╉, けく さけょうかしは 
う ゃにさけし ゃ ]ぇさぇこせかおっ, いぇおけくつうか 
きっしすくせの ておけかせ わ30. ╆ぇゃっょは しけぉ-
しすゃっくくせの しっきぬの, ┿かっおしぇくょさ しすぇか 
しすさけうすぬ ょけき. ′ぇこさけすうゃ っゅけ, つっさっい 
けゃさぇゅ, こけ ょくせ おけすけさけゅけ こさけすっおぇ-
かぇ ]ぇさぇこせかおぇ, かっあぇか ょっさっゃはくくにえ 
きけしす. ┿かっおしぇくょさ こけきくうす, おぇお けく ゃ 
ょっすしすゃっ し ょさせいぬはきう あぇさおうき かっすくうき 
ょくひき ょぇあっ おせこぇかしは ゃ さっつおっ. ┿ すっ-
こっさぬ くう ゃけょに, くう おさぇしけすに, こっえいぇあ 
おぇおけえ-すけ しすぇか しけ ゃさっきっくっき せくに-
かにえ. ╇ さってうか きけかけょけえ つっかけゃっお こけ-
こさぇゃうすぬ ょっかけ: し さけょくにきう, ぇ しっきぬは 
′うおうそけさけゃにた  ぉけかぬてぇは, ょさせあくぇは, 
こけきっくはか ょっさっゃはくくにえ くっくぇょひあくにえ 
きけしす くぇ あっかっいくにえ, ぇ くぇ こさけすうゃけこけ-
かけあくけき ぉっさっゅせ こけしすぇゃうか こさけしすけさ-
くせの, しうきこぇすうつくせの ぉっしっょおせ. 

– ′っ すけかぬおけ ょかは しっぉは – ょかは ゃしった 
あっかぇのとうた, – ゅけゃけさうす けく. 

]こせしおぇっきしは ゃ けゃさぇゅ, ゅょっ ぉぬひす うい 
いっきかう さけょくうお. 

– ╅せさぇゃかぬ すせす くぇょ おけかけょちっき 
こけしすぇゃうき, けゃさぇゅ ゃにつうしすうき – しすぇ-
くっす たけさけてけ! 

╇くすっさっしくにえ くぇさけょ, ねすう しぇさぇ-
こせかぬちに: う しすぇさ う きかぇょ ゅけさょうすしは 
きっしすくけえ ゃけょけえ, こっさっあうゃぇっす いぇ 
くっひ. ‶さうつひき, くっ くぇ しかけゃぇた, ぇ くぇ 
ょっかっ. ] 2001 ゅけょぇ せつっくうおう ¨〉 
わ30 いぇくうきぇのすしは けぉせしすさけえしすゃけき 
さけょくうおけゃ. ′ぇつうくぇかう し かっしくにた 
こけょいっきくにた うしすけつくうおけゃ, け おけすけ-
さにた こさっあょっ いくぇかう すけかぬおけ さにぉぇおう, 
けたけすくうおう ょぇ はゅけょくうおう し ゅさうぉくうおぇ-
きう. ‶けすけき こっさってかう お おかのつぇき, つすけ 
ゃ ぉかうあくっき さぇょうせしっ: ゃしは ]ぇさぇこせか-
おぇ しかけゃくけ くぇこけかくっくぇ ういくせすさう ゃけ-
ょけえ, ょぇ すぇおけえ ゃおせしくけえ う つうしすけえ!

– 〉 くぇてっゅけ しけしっょぇ ゃけ ょゃけさっ 
っしすぬ う しおゃぇあうくぇ, う おけかけょっち, ぇ けく 
いぇ ゃけょけえ ょかは つぇは たけょうす くぇ ╀ぇすぇ-
くけゃしおうえ さけょくうお, – こけょすゃっさあょぇっす 
ゃけしぬきうおかぇししくうお ╃うきぇ ‶かぇおしうく. 

]っゅけょくは ねおけかけゅうつっしおうえ けすさはょ 
ておけかに «けきけかけょうかしは»: きっしすけ ゃに-
こせしおくうおけゃ いぇくはかう くけゃにっ ねくすせいうぇ-
しすに. ┿かひくぇ ╀ぇさょうくぇ うい ゃけしぬきけゅけ 
おかぇししぇ おぇお いぇこさぇゃしおうえ ねおしおせさしけゃけょ 
し ゅけさょけしすぬの さぇししおぇいにゃぇっす ゃ しすっくぇた 
ておけかぬくけゅけ きせいっは け ょけぉさにた ょっかぇた 
こさっょてっしすゃっくくうおけゃ. ╇, こさぇゃょぇ, つすけ 

いくぇつうす ゃけししすぇくけゃうすぬ うしすけつくうお う 
くぇくっしすう こけすけき くぇ おぇさすせ? ]くぇつぇかぇ 
っゅけ くぇょけ けすにしおぇすぬ, いぇすっき こさけゃっしすう 
しぇくうすぇさくせの けつうしすおせ すっささうすけさうう, 
せぉさぇすぬ きせしけさ, ゅくうかにっ ょけしおう, ゃに-
おけしうすぬ すさぇゃせ, しょっかぇすぬ けぉゃけょくけえ おぇ-
くぇか, けすおぇつぇすぬ いぇしすけはゃてせのしは ゃけょせ. 
┿ こけすけき くぇえすう ゃいさけしかにた, おけすけさにっ 
しょっかぇのす しおぇきっえおう, ょけさけあおう, ぉっ-
しっょおう, ょかは おけかけょちっゃ – しさせぉ. ╁ ぉけかぬ-
てうくしすゃっ しかせつぇっゃ こけょおかのつぇのすしは 
お さっぇかういぇちうう けぉかぇしすくけえ ちっかっゃけえ 
こさけゅさぇききに «[けょくうおう» きっしすくにっ 
こさっょこさうくうきぇすっかう. 〈ぇお, ┿くぇすけかうえ 
¨かっゅけゃうつ ‶ぇゃかけゃ ゃけししすぇくけゃうか せあっ 
くっしおけかぬおけ おけかけょちっゃ ゃ こけしひかおっ. 

′け っしかう ぉに うしすけつくうおう きけあくけ 
ぉにかけ けょうく さぇい こさうゃっしすう ゃ こけさは-
ょけお う こけかぬいけゃぇすぬしは ょぇかぬてっ うきう 
ゃしっき きうさけき! 〉ゃに, うた くぇょけ こけょょっさ-
あうゃぇすぬ こけしすけはくくけ, せぉうさぇは ゃけおさせゅ 
しゃぇかおう きせしけさ, けしすぇゃかっくくにえ ょゃせくけ-
ゅうきう あうゃけすくにきう, さっしすぇゃさうさけゃぇすぬ 
しさせぉに, さっきけくすうさけゃぇすぬ ぉっしっょおう. 

– ぁすけ こけしすけはくくぇは いぇぉけすぇ, – こけょ-
すゃっさあょぇっす ゅかぇゃくにえ しこっちうぇかうしす 
こけ ねおけかけゅうう ぇょきうくうしすさぇちうう ╀╂¨ 
¨おしぇくぇ ╀けさうしけゃくぇ ╉うくひゃぇ. – ╇ 
すけ, つすけ すさせょけゃけえ けすさはょ ておけかに 
ゃいはか けしくけゃくにき くぇこさぇゃかっくうっき 
しゃけっえ さぇぉけすに ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ 
くっちっくすさぇかういけゃぇくくにた うしすけつくうおけゃ 
ゃけょに, ょぇひす けとせすうきにえ さっいせかぬすぇす. 
]っゅけょくは さけょくうおう – ゃういうすくぇは おぇさ-
すけつおぇ ]ぇさぇこせかおう. ╇ ょっすう いぇしかせあう-
かう すけゅけ, つすけ ょゃぇ うい くうた くぇいゃぇくに 
«【おけかぬくにきう». 

╉ぇあょにえ うい おかのつっえ (すけかぬおけ ゃ こけ-
しひかおっ うた 20, けしすぇかぬくにっ ゃ かっしせ) たけ-
さけてけ いくぇっす う こけきくうす こけしすけはくくにえ 
させおけゃけょうすっかぬ けすさはょぇ, こさっこけょぇゃぇ-
すっかぬ そういおせかぬすせさに, ¨╀╅, すったくけかけ-

ゅうう ┿かっおしっえ ╁ぇしうかぬっゃうつ ‶っさきうくけゃ. 
[ぇくぬてっ けく  し さっぉはすぇきう くぇ せさけおぇた 
すさせょぇ ょっかぇか しさせぉに ょかは おけかけょちっゃ, 
しっえつぇし ゅけょに ぉっさせす しゃけひ, こさうたけょうすしは 
けぉさぇとぇすぬしは お ぉにゃてうき ゃにこせしおくうおぇき, 
おけすけさにっ きけゅせす こけきけつぬ ょさっゃっしうくけえ 
うかう さぇぉけつうきう させおぇきう. ╃かは ┿かっおしっは 
╁ぇしうかぬっゃうつぇ, こぇすさうけすぇ ]ぇさぇこせかおう, 
さけょくうおけゃぇは すっきぇ – さけょくぇは, きけあっす, 
こけすけきせ つすけ せ くっゅけ ょっくぬ さけあょっくうは 
21 きぇさすぇ, ゃ ╃っくぬ ゃけょに?

]ゃけうき しつぇしすぬっき のくにっ しぇさぇこせかぬ-
ちに とっょさけ ょっかはすしは しけ しゃっさしすくうおぇきう 
うい ょさせゅうた ておけか ╀っさひいけゃしおけゅけ, けさゅぇ-
くういせは ょかは くうた ねおしおせさしうう こけ おかのつぇき, 
ぇ ゃけいうす ゅけしすっえ, おけくっつくけ, ′ぇすぇておぇ. 
]っゅけょくは かけてぇょおぇ こけすさせょうかぇしぬ くぇ 
しかぇゃせ: きに こけこうかう ゃけょに うい ╀ぇすぇくけゃ-
しおけゅけ さけょくうおぇ, こけぇせおぇかう ゃ «ぉっいょくせ» 
おけかけょちぇ «╀さっきっくしおうっ きせいにおぇくすに». 
╊けゃうき しっぉは くぇ きにしかう, つすけ ゃ ておけかっ ゃ 
ねすけ ゃさっきは ゃけゃしの うょせす いぇくはすうは.

– ┿ きに すけかぬおけ さぇいけお せさけおう こさけ-
こせしすうき, かぇょくけ?

〈っこっさぬ せあっ こさうてひか くぇて つっさひょ 
こっさっしぇあうゃぇすぬしは し すっかっゅう ゃ «╁けか-
ゅせ». ╆ぇ けおくけき ゃうょうき すさぇょうちうけく-
くせの ょっさっゃっくしおせの おぇさすうくおせ: こぇ-
ちぇくに ぉっゅせす いぇ きぇてうくけえ, さぇょけしすくけ 
せかにぉぇのすしは  う きぇてせす させおぇきう. ¨くう 
しぇきう – つうしすにっ おかのつう こけしひかおぇ.

╁けょぇ ╀ぇすぇくけゃしおけゅけ さけょくうおぇ –
しぇきぇは ゃおせしくぇは ゃ きうさっ!

┿かっおしぇくょさ ′うおうそけさけゃ かの-
ぉうす ]ぇさぇこせかおせ う っひ おかのつう

‶けょさせあおぇ –
かけてぇょおぇ ′ぇすぇておぇ

╁ しぇきけき ちっくすさっ ゅけさけょぇ... ]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ ╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿
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╇くゅさっょうっくすに: 
• しっさょちぇ おせさうくにっ – 800 ゅさぇききけゃ
• 1 おさせこくぇは かせおけゃうちぇ
• 1 しさっょくはは きけさおけゃぬ
• 1 おさせこくにえ こけきうょけさ
• つっしくけお, しこっちうう, しけかぬ, きせおぇ こけ 

ゃおせしせ

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
]っさょちぇ けすゃぇさうすぬ, ゃにくせすぬ うい ぉせかぬけくぇ, 

けたかぇょうすぬ. ╆ぇすっき くぇさっいぇすぬ くっぉけかぬてうきう おせしけつおぇきう う けぉあぇさうゃぇすぬ くぇ しおけゃけさけょっ し かせおけき う 
きけさおけゃぬの (かせお くぇさっいぇすぬ, きけさおけゃぬ こけすっさっすぬ くぇ おさせこくけえ すひさおっ).

╉けゅょぇ ゃけょぇ ゃにこぇさうすしは う こけはゃうすしは いけかけすうしすぇは おけさけつおぇ, ょけぉぇゃうすぬ くぇさっいぇくくにえ おせぉうおぇきう 
こけきうょけさ, くっきくけゅけ こけすせてうすぬ くぇ しさっょくっき けゅくっ (きうくせす 5-10), こけしかっ ょけぉぇゃうすぬ くぇてうくおけゃぇく-
くにえ つっしくけお. 

╁かうすぬ ゃ いぇあぇさおせ ぉせかぬけく. ╉けかうつっしすゃけ ぉせかぬけくぇ けこさっょっかはっすっ しぇきう. ╄しかう ゃに たけすうすっ, つすけぉに 
こけょかうゃおぇ ぉにかぇ ぉけかっっ ゅせしすけえ おけくしうしすっくちうう, すけ こさっあょっ つっき ゃかうゃぇすぬ ぉせかぬけく, しょっかぇえすっ うい 
くっゅけ くぇ しおけゃけさけょおっ こけょかうゃおせ (おうこはとうえ ぉせかぬけく + くっきくけゅけ きせおう こさけおうこはすうすぬ). ╃けぉぇゃうすぬ 
しけかぬ う しこっちうう. 〈せてうすぬ ゃしひ きうくせす 10-15 くぇ きぇかっくぬおけき けゅくっ.

ÌßÑÍÛÅ ÖÂÅÒÎ×ÊÈ 
╇くゅさっょうっくすに: 

• きはしけ しゃうくうくに
• てぇきこうくぬけくに
• ゅさせょうくおぇ うかう ぉっおけく
• さっこつぇすにえ かせお
• しけかぬ
• つひさくにえ きけかけすにえ こっさっち

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
‶さけこけさちうう こさけょせおすけゃ いぇ-

ゃうしはす けす すけゅけ, しおけかぬおけ ゃに 
たけすうすっ こさうゅけすけゃうすぬ きはしくにた 
ちゃっすけつおけゃ.

╁けいぬきうすっ おせしけつおう しゃうくうくに 
(しおけかぬおけ おせしけつおけゃ – しすけかぬおけ 

こけかせつうすしは う ちゃっすけゃ), たけさけてけ けすぉっえすっ, こけしけかうすっ う こけこっさつうすっ.
╂さうぉに くぇさっあぬすっ かけきすうおぇきう, さっこつぇすにえ かせお – きぇかっくぬおうきう おせぉうおぇきう. ‶さけあぇさぬすっ ゅさう-

ぉに, こけおぇ けくう くっ こっさっしすぇくせす ゃにょっかはすぬ あうょおけしすぬ, ょけぉぇゃぬすっ さっこつぇすにえ かせお う しかうゃけつくけっ 
きぇしかけ. ‶けしけかうすっ, こけこっさつうすっ, あぇさぬすっ ょけ いけかけすうしすけゅけ ちゃっすぇ.

╂させょうくおせ うかう ぉっおけく かせつてっ ゃしっゅけ ぉさぇすぬ くぇさっいぇくくせの すけくおうきう かけきすうおぇきう. ′ぇ 
しっさっょうくせ おせしけつおぇ きはしぇ ゃにかけあうすっ ゅさうぉに, いぇゃっさくうすっ. ‶け おさぇの てぇさうおぇ けぉっさくう-
すっ ゅさせょうくおけえ. ‶っさっゃはあうすっ くうすおぇきう すぇお, つすけぉ こけ そけさきっ きはしけ ゃにゅかはょっかけ, おぇお 
ちゃっすに. ¨ぉあぇさぬすっ くぇ さぇしすうすっかぬくけき きぇしかっ ょけ いけかけすうしすけゅけ ちゃっすぇ くぇ きっょかっく-
くけき けゅくっ.

ÐÓËÅÒ Ñ ÎÂÎÙÀÌÈ
╇くゅさっょうっくすに: 
• 1 おゅ きはしぇ (そうかっ ゅけゃはあぬっ うかう 

しゃうくけっ)
• 2 きけさおけゃう
• ゅけさしすぬ しすさせつおけゃけえ そぇしけかう
• おけさっくぬ しっかぬょっさっは う こっすさせておう
• 1 しかぇょおうえ こっさっち
• おけさうぇくょさ, ゅけさつうちぇ, つひさくにえ 

きけかけすにえ こっさっち
• しかうゃけつくけっ きぇしかけ

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
╋けさおけゃぬ けすゃぇさうすっ. ]すさせつおけゃせの そぇ-

しけかぬ ゃけいぬきうすっ おけくしっさゃうさけゃぇくくせの, けす-
ちっょうすっ けす かうてくっえ あうょおけしすう. ]かぇょおうえ 
こっさっち くぇさっあぬすっ きぇかっくぬおうきう おせぉうおぇ-
きう. ╁ きはしくけき そうかっ しょっかぇえすっ くぇょさっい, さぇいょっかはは きはしけ くぇ ょゃっ こかけしおうた つぇしすう, くけ くっ ょっかぇえすっ 
くぇょさっい ょけ おけくちぇ. ]かっゅおぇ けすぉっえすっ きはしけ し ょゃせた しすけさけく う くぇすさうすっ しきっしぬの ゅけさつうちに う かうきけく-
くけゅけ しけおぇ. ‶けしにこぬすっ しこっちうはきう.

‶け ゃしっえ こけゃっさたくけしすう きはしぇ ゃにかけあうすっ くぇさっいぇくくせの ょけかぬおぇきう きけさおけゃぬ, そぇしけかぬ, ういきっかぬつひく-
くにっ おけさくう しっかぬょっさっは う こっすさせておう, しかぇょおうえ こっさっち. ]ゃっさたせ ゃにかけあうすっ おせしけつおう しかうゃけつくけゅけ 
きぇしかぇ う こかけすくけ いぇおさせすうすっ ゃ させかっす. ¨ぉゃはあうすっ くうすぬの う ゃにかけあうすっ ゃ そけさきせ ょかは いぇこっおぇくうは.

╃せたけゃおせ さぇいけゅさっえすっ ょけ 200 ゅさぇょせしけゃ う ゃにこっおぇえすっ ょけ ゅけすけゃくけしすう, こけかうゃぇは ゃさっきは けす ゃさっ-
きっくう ゃにょっかはのとうきしは うい させかっすぇ しけおけき.

ÊÀÐÒÎÔÅËÜÍÛÅ ÊÎÒËÅÒÛ 
Ñ ËÓÊÎÌ

╇くゅさっょうっくすに: 
• 500 ゅ おぇさすけそっかは
• 200 ゅ いっかひくけゅけ かせおぇ
• 2 いせぉつうおぇ つっしくけおぇ
• 1 はえちけ
• 2 しす.か. きせおう
• 2 しす.か. しきっすぇくに
• こぇくうさけゃけつくにっ しせたぇさう, さぇしすうすっかぬくけっ 

きぇしかけ, しけかぬ こけ ゃおせしせ

]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 けつうしすうすぬ けす おけあせさに う しゃぇさうすぬ ょけ 

ゅけすけゃくけしすう, いぇすっき しかうすぬ し くっゅけ ゃけょせ う ゃ ゅけさはつっき ゃうょっ こさけすっさっすぬ つっさっい しうすけ. ╊せお きっかおけ くぇ-
さっいぇすぬ. 』っしくけお こさけこせしすうすぬ つっさっい つっしくけつくうちせ. ぅえちけ たけさけてけ ゃいぉうすぬ ゃっくつうおけき. ╁ おぇさすけそっかぬくせの 
きぇししせ こけかけあうすぬ かせお, つっしくけお う ゃいぉうすけっ はえちけ, こけしけかうすぬ こけ ゃおせしせ, ょけぉぇゃうすぬ しきっすぇくせ, きせおせ う いぇ-
すっき すとぇすっかぬくけ こっさっきってぇすぬ. ╉けゅょぇ きぇししぇ こけかくけしすぬの けしすにくっす, しそけさきせえすっ くっぉけかぬてうっ おけすかっすおう 
う けぉゃぇかはえすっ うた ゃ こぇくうさけゃけつくにた しせたぇさはた. ╅ぇさうすぬ おけすかっすおう くぇ たけさけてけ さぇいけゅさっすけき さぇしすうすっかぬ-
くけき きぇしかっ ょけ けぉさぇいけゃぇくうは いけかけすうしすけえ おけさけつおう (こさうきっさくけ こけ 10 きうくせす し おぇあょけえ しすけさけくに).

ÐÀÃÓ ÈÇ ÑÂÈÍÈÍÛ Ñ ×ÅÐÍÎÑËÈÂÎÌ
╇くゅさっょうっくすに: 
• 500 ゅ しゃうくうくに
• 50 ゅ つっさくけしかうゃぇ
• 1 しかぇょおうえ こっさっち
• 2 こけきうょけさぇ
• 3 ょけかぬおう つっしくけおぇ
• 1 かせおけゃうちぇ
• せおさけこ, こっすさせておぇ, 

つひさくにえ きけかけすにえ こっさっち, 
しけかぬ

]こけしけぉ 
こさうゅけすけゃかっくうは: 
]ゃうくうくせ くぇさっあぬすっ くぇ こけさちうけくくにっ おせしけつおう. ¨ゃけとう こけさっあぬすっ くっぉけかぬてう-

きう おせしけつおぇきう, いっかっくぬ きっかおけ こけさせぉうすっ. ′ぇ あうさっ (しぇかっ うかう さぇしすうすっかぬくけき 
きぇしかっ) しかっゅおぇ けぉあぇさぬすっ つっさくけしかうゃ. ]きってぇえすっ きはしけ, けゃけとう, つっさくけしかうゃ 
う いっかっくぬ ゃ きうしおっ. ‶さうこさぇゃぬすっ つひさくにき きけかけすにき こっさちっき う こけしけかうすっ こけ 
ゃおせしせ. ╁にかけあうすっ ゃ ゅかうくはくにえ ゅけさてけお うかう そけさきせ ょかは いぇこっおぇくうは. ╃せたけゃおせ 
さぇいけゅさっえすっ ょけ 200 ゅさぇょせしけゃ う いぇこっおぇえすっ さぇゅせ うい しゃうくうくに し つっさくけしかうゃけき 
けおけかけ 30 きうくせす.

┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ! ┿╉『╇ぅ!
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ぱ¿íÇ½íÖé
がÜëÜÇóñ ôóöíöñ¿ó! 

╋ぇゅぇいうく «《かぇゅきぇくな» う ゅぇいっすぇ «╀っさひいけゃしおうえ さぇぉけつうえ» けぉなはゃかはのす 
くけゃけゅけょくのの ぇおちうの «╉けさいうくぇ こけょぇさおけゃ»! 』すけぉに こさうくはすぬ ゃ くっえ せつぇしすうっ, ゃぇき 
くっけぉたけょうきけ し 25 くけはぉさは こけ 24 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ しけゃっさてうすぬ こけおせこおせ ゃ かの-
ぉけき きぇゅぇいうくっ «《かぇゅきぇくな» くぇ しせききせ けす 250 させぉ., ゃにさっいぇすぬ うい ゅぇいっすに おせこけく 
せつぇしすくうおぇ う こさうくっしすう っゅけ ゃきっしすっ し つっおけき お くぇき ゃ さっょぇおちうの こけ ぇょさっしせ せか. 
╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 9. ╉ぇあょけきせ おせこけくせ きに こさうしゃぇうゃぇっき うくょうゃうょせぇかぬくにえ くけきっさ, 
しけけすゃっすしすゃせのとうえ くけきっさせ つっおぇ, う けすょぇひき っゅけ ゃぇき くぇ させおう, 
ぇ つっお けしすぇひすしは せ くぇし. 25 ょっおぇぉさは ゃ 12.00 しさっょう ゃしった 
せつぇしすくうおけゃ ぇおちうう ゃ きぇゅぇいうくっ «《かぇゅきぇくな» こけ ぇょさっしせ 
せか. ╉さぇしくにた ╂っさけゃ, 2, しけしすけうすしは さけいにゅさにて 〈[┱》 こさけ-
ょせおすけゃにた おけさいうく ょかは くけゃけゅけょくっゅけ しすけかぇ, ぇ すぇお あっ ぉせょっす 
さけいにゅさぇく ゅかぇゃくにえ こさうい – 〈╄╊╄╁╇╆¨[. 

ぁすけ ぉせょっす けすかうつくにき こけょぇさおけき ょかは ゃぇし
 う ゃぇてうた ぉかういおうた ゃ おぇくせく ′けゃけゅけ ゅけょぇ!

Êîðçèíà ïîäàðêîâ!



9ÐÅÊËÀÌÀ 25 íîÿáðÿ
2010 ãîäà

ぜñßñ¿áÖÜú âíßëó¡ñ
だだだ «ゐ¿óïï-½ñßñ¿á»

どëñßÜ0öï　 
ÇëÜ£ôó¡ó 

£/ä ÑÜïöÜúÖí　 
Ü¿. どëíÖïäÜëöÖó¡Üç, 54/1 

4-00-23

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

けす 6500 させぉ.

8-912-04-56-504
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8-952-72-83-868
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〈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
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╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ 
«┿きうぇくす» 

すさっぉせのすしは: 
のうかけ 

そいてみきねけさけ
せか. 〈さぇしこけさすくうおけゃ, 54/1

8-922-14-09-225 
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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.

8-906-80-49-158, 4-50-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

1300

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

14
00

╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, 
[╄【╄〈╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, 
╉¨╆｠[を╉╇, ╊╄]〈′╇『｠

8-904-38-95-420
8-952-72-83-868

[╄╉╊┿╋┿

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ ]¨╀]〈╁╄′′¨╂¨ ‶[¨╇╆╁¨╃]〈╁┿:

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.

 3-44-44, 8-904-38-02-865

 8-950-64-58-766, 3-45-00

[╄
╉╊

┿╋
┿

¨¨¨ «〉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
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            ぜñöí¿¿ÜëÇóôñï¡Üñ äëñÑäëó　öóñ
だだだ «でぎんず ó と»

ぢëóÇ¿íüíñö Öí ëíßÜöÜ
ぜíïöñëí ä¿íçó¿áÖÜÇÜ Üôíïö¡í
Üßëí£ÜçíÖóñ äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜñ  · 
Üä▲ö ëíßÜö▲ ç îçñöÖÜú ½ñöí¿¿ÜëÇóó· 

で½ñÖÖ▲ú Çëíâó¡ ëíßÜö▲
だä¿íöí  öëÜÑí  ïÑñ¿áÖí　
ぢÜ¿Ö▲ú ïÜîóí¿áÖ▲ú äí¡ñö

どñ¿ñâÜÖ: (34369) 3-40-88, 3-40-89 
でÜöÜç▲ú: 8-908-63-00-464 
ぜñïöÜ ÖíêÜ¢ÑñÖó　:
ä. ぜÜÖñöÖ▲ú, Ü¿. ぜí¡ïó½í ゎÜëá¡ÜÇÜ, 1 
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┿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

8-922-11-87-787 [
╄
╉
╊

┿
╋

┿

ÐÀÇÍÎÅ
‶[¨╃┿╋

• 【せぉぇ (くけさおぇ), ちゃっす – こっさ-
しうお, こけつすう くけゃぇは, さぇいき. 44-46, ち. 
25 す.さ., 8-908-92-19-213, 〈ぇすぬはくぇ.

[╄╉╊┿╋┿

• 『ゃっすけお «┿ゅかけきっくぇ しっさっぉさう-
しすぇは». 3 てす. さぇいくにた さぇいきっさけゃ ゃ けそうし 
うかう おけすすっょあ  こけ さぇいせきくけえ ちっくっ. 8-912-
66-86-799.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╄きおけしすぬ 4 き3, こけょ ゃけょせ, おぇくぇかう-
いぇちうの. 8-904-98-24-832.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃せぉかっくおぇ (きせあ.) うい ちうゅっえおう, さぇいき. 
58-60, ぉ/せ, ゃ たけさ. しけしすけはくうう, くっょけさけゅけ. 
8-961-76-70-286.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╋せあしおぇは おせさすおぇ-こせたけゃうお, さ. 
48-50, くっきくけゅけ  ぉ/せ, ち. 650 させぉ., 
4-87-26, 8-912-21-29-836.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃せぉかっくおぇ あっくしおぇは (うしおせししすゃ. 
くぇ きったせ), こけつすう くけゃぇは, さ. 54-56, ち. 
850 させぉ., 4-87-26, 8-912-21-29-836.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ‶さうくすっさ しすさせえくにえ, さぇいさってっ-
くうっ こっつぇすう 2400た1200, 610 き, HP Z 
2100, ゃけしぬきうちゃっすくにえ, ょかは こっつぇすう 
おぇさすうく くぇ たけかしすっ う す.ょ. 8-922-17-
73-386.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
‶[¨╃┿╋

• ╉けすっくけお しそうくおし (きぇかぬつうお). 
′っょけさけゅけ. 8-950-64-43-878. 

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• 】っくおう くっき. けゃつぇさおう 
(ょっゃけつおう), 3 きっし. 8-902-26-15-461.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÄÅÒÑÊÎÅ ‶[¨╃┿╋
• ╉けかはしおぇ, せくうゃっさしぇかぬくぇは, いうきぇ-
かっすけ. ]けしすけはくうっ けすかうつくけっ. 『. 4500 さ., 
4-68-27.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃っすしおうえ しすけか-しすせか (さけいけ-
ゃにえ), ぇゃすけおさっしかけ 0-12 きっし., 
おけくゃっさす + けょっはかけ (ゅけかせぉけえ ちゃ.), 
おけきぉうくっいけく-すさぇくしそけさきっさ ょっ-
きうしっいけくくにえ (60-68 しき), おけきぉう-
くっいけく ゃっしくぇ-かっすけ (68 しき). 8-905-
80-38-331.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╀ぇくょぇあ ょっすしおうえ – こっさうくおぇ 
そさっえおぇ (くけゃにえ). 8-902-44-86-600.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

╀╄]‶╊┿〈′｠╄
¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ
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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

Ü¿. とíë¿í ぜíë¡ïí, 10 (öñëëóöÜëó　 ゐぜがと).
 (34369) 4-36-02, (343) 213-14-04, 8-950-209-58-67 [╄╉╊┿╋┿

1300

14
00

òåðìîìåòð 

â ïîäàðîê

ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»

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

Ìåä íàòóðàëüíûé öâåòî÷íûé 3 ë – 1400 ð.

Ìåä íàòóðàëüíûé ëèïîâûé 3 ë – 1600 ð.
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25 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ÐÅÊËÀÌÀ10

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 
• けぉさっいくぇは ょけしおぇ -

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

8-919-37-41-219

[╄
╉╊

┿╋
┿

┿[╄′╃┿
〈¨[╂¨╁｠》
‶╊¨】┿╃╄╈

╁ ]〉‶╄[╋┿[╉╄〈╄
«╉うさけゃしおうえ»
ゅ. ╀っさひいけゃしおうえ

せか. ╊っくうくぇ, 63
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 1

せか. ぁくっさゅけしすさけうすっかっえ, 6ぇ

(343) 347-27-13
arenda1@kirmarket.ural.ru

[╄╉╊┿╋┿

╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ 
«╀かうしし-きっぉっかぬ»

てちかいとまてつみ ちあいそねけか 
Öí ¡ÜëäÜïÖÜ0 ½ñßñ¿á:
ïßÜëàó¡ó, ½ÜÖöí¢Öó¡ó 

(Üä▲ö Üß　£íöñ¿ñÖ)
Öí ½　Ç¡Ü0 ½ñßñ¿á:
Üßö　¢ôó¡ó, ïßÜëàó¡ó

(Üä▲ö Üß　£íöñ¿ñÖ)
Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, ä. ぢñëçÜ½íúï¡óú, 

Ü¿. どëíÖïäÜëöÖó¡Üç, 54/1, 
4-00-23, 228-38-47
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╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651
 8-904-38-38-387 づ

ぎ
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ん
ぜ
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www.terra_ekb.ru

‶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 

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

こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ:
◊ すけおぇさは ◊ すけおぇさは-おぇさせしっかぬとうおぇ 

◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ
◊ ねかっおすさけきけくすっさぇ 

(ょかは けぉしかせあうゃぇくうは ねかっおすさけけぉけさせょけゃぇくうは ょけ 1000 ╁)
◊ おけくすさけかっさぇ ¨〈╉ (こけ きった. けぉさぇぉけすおっ う しゃぇさおっ)

Îïëàòà ïðè ñîáåñåäîâàíèè. Ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò.

 (34369) 3-49-36, 3-41-66, 8-919-36-69-546
ï. Ìîíåòíûé, óë. Ïóøêèíà, 1à (òåððèòîðèÿ ÎÀÎ «Ìîíåòíûé òðàêòîðîðåìîíòíûé çàâîä»)
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]┿》┿[, 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 [╄╉╊┿╋┿

． ┵ ┩ ┭ ┸ - ┨ ┦ ┩ ┴ ┬

．  ┵ ┴ ┷ ┥ ┿ 

．  ┥ ┯ ┲ ┮ ┬
- こけかうしすうさけか 
- ぉっすけく

8-922-16-43-329
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ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ

 8-912-69-99-918
8-952-72-83-868

[╄
╉╊

┿╋
┿

づぎとずんぜん
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25 íîÿáðÿ
2010 ãîäà 11ÒÂ ×åòâåðã, 2 äåêàáðÿ

Ïÿòíèöà, 3 äåêàáðÿ

‶っさゃにえ 〈╁『

‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «‶¨╃ ′╄╀¨╋ ╁╄[¨′｠». 〈/]
10.00 “╄]〈╄]〈╁╄′′┿ぅ ╉[┿]¨〈┿”. ╃/]          
10.30 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
11.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇»   
13.30 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《
14.00, 19.15, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
14.30, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈»  (′┿ 

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

(′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.40 «TAT-MUSIC»
15.50, 01.20 ╋. ╀┿╈╅╇╄╁. «╅╄′╇》 ╇ ′╄╁╄]〈┿». 

〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
17.00 』╄╋‶╇¨′┿〈 ╉》╊. «〈[┿╉〈¨[» (』╄╊ぅ╀╇′]╉) 

– «┿╉ ╀┿[]» (╉┿╆┿′を). 〈[┿′]╊ぅ『╇ぅ ╇╆ 
』╄╊ぅ╀╇′]╉┿   

20.30 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «¨[〉╅╇╄». 〈/] 
23.00 «╅〉[¨╁». 〈/]
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
00.30 «]╄╉[╄〈｠ ╂╊〉╀╇′». ╃/《
02.10 «╋〉╆｠╉┿ ╁ 〈╄┿〈[╄»
02.35 ]‶╄╉〈┿╉╊を ╋╄′╆╄╊╇′]╉¨╂¨ 〈┿〈┿[]╉¨╂¨ 

╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿ ╃[┿╋｠

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.50, 11.20  «‶ぅ〈′╇』′┿ぅ ‶[¨‶¨╁╄╃を» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00  «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
07.50  «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»
08.00  «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00, 03.30  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
10.00 ╉¨′『╄[〈-¨』╄[╉ ¨ 〈╁¨[』╄]〈╁╄ ╉¨╋‶¨╆╇〈¨-

[┿ 【┿╋╇╊ぅ 〈╇╋╄[╀〉╊┿〈¨╁┿
11.00 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»
11.30  «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  ぅ╆｠╉╄)
12.00, 17.00 «╉┿‶[╇». 〈/] (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
13.00 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇»   
13.25  «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»
13.40 «′ぁ‶» 
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 ‶╄[╄╋╄′╉┿»
15.50, 02.15 ╋. ╀┿╈╅╇╄╁. «╅╄′╇》 ╇ ′╄╁╄]〈┿». 

〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «‶[ぅ╋┿ぅ ]╁ぅ╆を». «╅╉》: ╉┿]┿╄〈]ぅ 

╉┿╅╃¨╂¨!»   
19.45 «〈┿〈┿[]〈┿′: 〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╋┿╊¨╂¨ 

╀╇╆′╄]┿»
20.30 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を…»
22.00 «╅╄′】╇′｠» 》/《
00.00 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
00.30 «]╁ぅ〈¨╈ 《¨[〈┿ ╁┿【╇′╂〈¨′» 》/《
03.05 «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╊¨╃╇╇»

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 》/《 «╆┿╀｠〈¨╄»
02.30 》/《 «¨‶╄[┿『╇ぅ «╋╄╃〉-

╆┿». 1-ぅ ]╄[╇ぅ
04.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «╋╇]] 〈╁ ]]][ 

╇ 【╄]〈を ╁]╄]╇╊を′｠》 
╋〉╅』╇′»

10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╋┿╊｠【╇!
21.00 〈/] «]╁┿〈｠ - 4»
23.05 ‶¨╄╃╇′¨╉
00.05 ╁╄]〈╇+
00.25 》/《 «]╇╂′┿╊»
02.35 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
03.05 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
04.10 ╂¨[¨╃¨╉
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
13.30 ╀¨╄╁╇╉ «╉¨╃╄╉] 』╄]〈╇»
15.30, 18.30 «¨╀╆¨[. 』[╄╆-

╁ ｠ 』 ┿ ╈ ′ ¨ ╄  ‶ [ ¨ ╇ ] -
【╄]〈╁╇╄»

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

╋〉》〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.40 〈/] «╊╇〈╄╈′｠╈»
22.45 《〉〈╀¨╊. ╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠. 

『]╉┿ - «╊¨╆┿′′┿ - ]‶¨[〈» 
(【╁╄╈『┿[╇ぅ) 

01.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
0 1 . 2 0  ╉ ╊ ╇ ′ 〈  ╇ ] 〈 ╁ 〉 ╃  ╁ 

╃╄〈╄╉〈╇╁╄ «┿╀]¨╊ぃ〈-
′┿ぅ ╁╊┿]〈を»

03.30 «╊╇╂┿ ╄╁[¨‶｠ 〉╄《┿. 
¨╀╆¨[»

04.00 〈/] «╁╇′〈¨╁┿ぅ ╊╄]〈-
′╇『┿»

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

╉¨〈¨[｠╄ ぅ ╆′┿ぃ ¨ ′╄╈»
12.10, 16.35, 18.40, 21.10 ╃¨-

╉〉╋. 《╇╊を╋｠
14.15 》/《 «》¨╅╃╄′╇╄ ‶¨ ╋〉-

╉┿╋», 3 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 〈/] «╆┿╂┿╃¨』′｠╄ ╇]〈¨-

[╇╇ ぁ′╇╃ ╀╊┿╈〈¨′»
17.50 ぃ╀╇╊╄╈′｠╈ ╉¨′『╄[〈
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
20.45 ′¨╁┿ぅ ┿′〈¨╊¨╂╇ぅ
21.25, 01.55 ACADEMIA
22.15 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨-

╊ぃ『╇ぅ
23.00 ╂╊┿╆┿ ╁ ╂╊┿╆┿
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «〉╇╉-ぁ′╃»
01.35 ╉¨′『╄[〈 ╃╊ぅ 〈[¨╋╀¨′┿ 

] ¨[╉╄]〈[¨╋

7.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05, 18.00 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
9.15, 18.10 «10 +» 
9.45 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
10.05 ╁╄]〈╇ ′┿]〈¨╊を′¨╂¨ 

〈╄′′╇]┿
10.15 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
10.45 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
11.10 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
11.40, 01.25, 05.55 TOP GEAR
12.20 «╋╄[〈╁┿ぅ ╆¨′┿ - 3»
12.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
14.00, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
14.15, 00.20, 02.30 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.25, 02.40 «′┿〉╉┿ 2.0» 
15.25 》/《 «╃╄〈¨′┿〈¨[»
17.20, 03.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
18.25 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
18.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
19.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.00 ¨╀‒ぅ╁╊╄′╇╄ ╋╄]〈 ‶[¨-

╁╄╃╄′╇ぅ 』╄╋‶╇¨′┿〈¨╁ 
╋╇[┿ ‶¨ 《〉〈╀¨╊〉 2018 
╇ 2022 ╂.

21.15 ╀╇┿〈╊¨′
23.00 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿» 
23.30 «[╄╈〈╇′╂»
00.35 «』╄[′┿ぅ ╋╄〈╉┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
10.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.10, 15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
1 1 . 4 5  « ] ╇ ╁ ｠ ╈  ╋ ╄ [ ╇ ′ » . 

╃╄〈╄╉〈╇╁
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.35 〈/] «╆¨╊¨〈¨ 〈[¨╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋/《 «╆¨╊¨〈┿ぅ ┿′-

〈╇╊¨‶┿»
18.55 〈/] «¨‶╊┿』╄′¨ ]╋╄[-

〈をぃ»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.45 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╂╄[¨╇′ぅ ]╁¨╄╂¨ 

[¨╋┿′┿»
22 .50  «╃¨╉┿╆┿〈╄╊を]〈╁┿ 

╁╇′｠»
00.20 》/《 «╉¨╊╄]¨ ╊ぃ╀╁╇»
01.55 》/《 «╆┿]〈┿╁┿ ╁ ╂¨[┿》»
03.55 «〈╄》′¨‶¨╊╇]»

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

╉¨[¨╊┱╁╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.05 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ╋¨╄╂¨ 

╊〉』【╄╂¨ ╃[〉╂┿»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╀〉′〈┿[╉┿»
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〈/] «╉¨╋‶をぃ〈╄[】╇╉╇»
01.55 〈/] «╃[〉╆をぅ»
02.50 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.50 ╉╊〉╀ ╀｠╁【╇》 ╅╄′
04.50 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[

5.25 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 «╋╄╊を′╇『┿»
11.30 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂»
14.00 «╁┿【╄ ╆╃¨[¨╁を╄»
14.30 》/《 «〉╊を〈[┿《╇¨╊╄〈»
16.30 «〈¨, 』〈¨ ′┿╃¨»
17.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.50 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «〉′╇╁╄[]┿╊を′｠╈ 

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

6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00, 04.25 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿-

′╄〈┿»
7.30 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
8.30 〈/] «╊ぃ╃╇ 【‶┿╉┿»
10.00 «‶¨ ╃╄╊┿╋ ′╄]¨╁╄[【╄′-

′¨╊╄〈′╇》»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╊〉』【╇╄ ╇╆ ╊〉』【╇》: 

╁¨╆╁[┿〈┿ ′╄〈»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «〈[ぃ╉┿』╇»
22.00 «‶〉〈を ╉¨′〈[┿╀┿′╃╇]〈┿»
23.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
00.00 》/《 «╊〉』【╇╄ ╇╆ ╊〉』【╇》: 

╀╄╆ ‶[╄╃〉‶[╄╅╃╄′╇ぅ»
01.45 〈/] «╀╄╂╊╄『 ╇╆ ‶[╄╇]-

‶¨╃′╄╈»
02.40 «‶¨╉╄[-╃〉ぁ╊を»
03.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ╉┿╀┿′｠»
04.55 «╃〉[┿╉╇, ╃¨[¨╂╇, ╃╄′を╂╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
10.30 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
11.30 》/《 «]╄[╃『╄ ╃[┿╉¨′┿»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
21.30 《ぁ′〈╄╆╇ «]╄[╃『╄ ╃[┿╉¨-

′┿. ′┿』┿╊¨»
23.05 «6 ╉┿╃[¨╁»
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 》/《 «╃¨[¨╂¨╈ ╁¨-

[¨╁]〈╁┿»
02.30 ‶¨╊′¨╋╄〈[┿╅′｠╈ ╋〉╊を-

〈《╇╊を╋ «¨》 〉╅ ぁ〈╇ ╃╄〈-
╉╇! – 3»

03.50 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 
]〈¨〉′»

05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30 «╃╄╈]〈╁〉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. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 «[╄╆¨′┿′]»
9.40, 13.25 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
11.40 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
15.35 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.05, 22.00 〈/] «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ╀╄╆╃′｠»
17.10 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
17.30 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
18.30 〈/] «╂╊┿╁′｠╄ [¨╊╇»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.55 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00 ′¨╁¨]〈╇
9.10 «╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿»
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
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 «╉╁′-2010». ¨〈╉[｠〈｠╈ 

╉〉╀¨╉ ]′╂»
00.10 《╇╊を╋ «╉¨[¨〈╉¨╄ 

╆┿╋｠╉┿′╇╄»
03.10 《╇╊を╋ «¨‶╄[┿『╇ぅ «╋╄-

╃〉╆┿». 2-ぅ ]╄[╇ぅ
04.55 «》¨』〉 ╆′┿〈を»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 〈/] «╋┿[【[〉〈 ╋╇╊¨-

]╄[╃╇ぅ»
12.50 ′┿]〈¨ぅ】┿ぅ ╅╇╆′を
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «]╊¨╁¨ ╅╄′】╇′╄»
17.55 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

[¨╃′｠》 ╃╄╁╇『»
20.00 ╁╄]〈╇
20.30 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
20.50 ]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇, 

╋┿╊｠【╇!
21.00 ぃ[╋┿╊┿-2010
22.55 ╃╄╁』┿〈┿
23.45 》/《 «╇′〈╄[╁をぃ ] ╁┿╋-

‶╇[¨╋»
02.15 》/《 «]‶¨╉¨╈′¨╈ ′¨』╇»
04.05 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋»
8.30 «╋┿╋┿ ╁ ╀¨╊を【¨╋ ╂¨-

[¨╃╄»
9.00 «╁ ╆¨′╄ ¨]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿»
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄»
10.00, 13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
10.20 «]‶┿]┿〈╄╊╇»
10.55 «╃¨ ]〉╃┿»
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
1 3 . 3 0  ╀ ¨ ╄ ╁ ╇ ╉  « ╉ ¨ ╃ ╄ ╉ ] 

』╄]〈╇»
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄»
16.30 〈/] «╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ 

╋〉》〈┿[┿»
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
19.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...»
2 0 . 3 0  « 』 [ ╄ ╆ ╁ ｠ 』 ┿ ╈ ′ ¨ ╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄. [┿]]╊╄-
╃¨╁┿′╇╄»

20.55 «′〈╁【′╇╉╇». ┿[╄′┿ 
¨]〈[｠》 ╃╇]╉〉]]╇╈

21.55 «╅╇╆′を ╀╄╆ ╀¨╊╇»
23.10 «╅╄′]╉╇╈ ╁╆╂╊ぅ╃»
00.00 》/《 «╆┿ ╀¨[〈¨╋»
02.15 ╀¨╄╁╇╉ «╁｠【╇╀┿╊｠»
04.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》: ╂╊┿╁-

′¨╄ ╃╄╊¨»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «』┿╈╉┿»
12.20, 16.35, 17.35, 19.10, 23.10, 

02.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
14.00 》/《 «》¨╅╃╄′╇╄ ‶¨ ╋〉-

╉┿╋», 4 ]╄[╇ぅ
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.05 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
17.05 [〉]]╉╇╈ ]〈╇╊を
17.45 ╀╇╊╄〈 ╁ ╀¨╊を【¨╈
18.30 ]╄╆¨′ ]〈┿′╇]╊┿╁]╉¨╂¨
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.50 ]《╄[｠
20.35 〈/] «╆┿╂┿╃¨』′｠╄ 〉╀╇╈-

]〈╁┿ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇»
22.10 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 ‶[╄]]-╉╊〉╀ XXI
00.45 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.10 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
01.35 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╋¨╋╄′〈
01.55 ]《╄[｠

7.00 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
9.05, 20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ 

╊╇『┿
9.15, 20.00 «10 +» 
9.30, 21.05 ╃′╄╁′╇╉╇ «〉╂╋╉»
9.45 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
10.15 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
10.40 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【! 
11.10 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
11.45 «′┿〉╉┿ 2.0» 
12.50 «[╄╈〈╇′╂»
13.20, 03.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
14.00, 18.40, 00.00 ╁╄]〈╇.RU
14.25 ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿ ‶¨ ╀¨╀]╊╄ぃ 

╇ ]╉╄╊╄〈¨′〉 
15.40 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿» 
16.10 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿» 
16.40, 21.15 ╀╇┿〈╊¨′
19.00 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
19.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
20.45 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
22.50 ‶╊┿╁┿′╇╄ 
00.20, 03.35 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.45 «‶ぅ〈′╇『┿»
01.15 ╀¨╉]
02.30 ╋-1
04.50  〈╄′′╇].  ]╄[╀╇ぅ - 

《[┿′『╇ぅ

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.30 ′╇′┿ [〉]╊┿′¨╁┿ ╁ ╉¨╋╄-

╃╇╇ «╀╄[╄╂╇〈╄ ╋〉╅』╇′!»
10.00 》/《 «╂╃╄ 042?»
11.30, 14.30, 17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
1 1 . 4 5  « ] ╇ ╁ ｠ ╈  ╋ ╄ [ ╇ ′ » . 

╃╄〈╄╉〈╇╁
13.40 «PRO ╅╇╆′を». 〈¨╉-【¨〉
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10, 17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «╆¨╊¨〈¨ 〈[¨╇»
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
1 8 . 5 5  〈 / ]  « ¨ ‶ ╊ ┿ 』 ╄ ′ ¨ 

]╋╄[〈をぃ»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
2 1 . 0 0  « ╃ ¨ ╀ [ ｠ ╈  ╁ ╄ 』 ╄ [ , 

╋¨]╉╁┿!»
22.50 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
00.30 》/《 «‶╄[╄》╁┿〈»
02.10 ╃/《 «]╊〉╅╄╀′｠╈ ╀[┿╉»
03.00 «〈╄》′¨‶¨╊╇]»

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

╉¨[¨╊┱╁╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «╀〉′〈┿[╉┿»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 COMEDY WOMAN
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 〉╀¨╈′┿ぅ ╊╇╂┿
02.10 〈/] «╃[〉╆をぅ»
03.05 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.05 〈┿╉]╇
04.35 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.25 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
11.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
11.30 «╋┿]╉╇-【¨〉»
12.00, 03.00 〈/] «╀┿′╃╇〈]╉╇╈ 

‶╄〈╄[╀〉[╂»
14.00 «36,6»
14.20 》/《 «〉′╇╁╄[]┿╊を′｠╈ 

]¨╊╃┿〈» 
16.30 «╁┿【╄ ╆╃¨[¨╁を╄»
17.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
18.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.00 》/《 «』┿]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉-

〈╇╁, ╇╊╇ ¨‶╄[┿『╇ぅ «╉¨-
¨‶╄[┿『╇ぅ»

23.00, 02.15 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 02.45 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 «┿╈╁¨]を╉┿»
00.30 «GAME ON»
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, 16.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ 

╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╊〉』【╇╄ ╇╆ ╊〉』【╇》: 

╀╄╆ ‶[╄╃〉‶[╄╅╃╄′╇ぅ»
17.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
18.00 «』╄]〈′¨»
19.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «〈[ぃ╉┿』╇»
22.00 «¨〈╁╄[╅╄′′｠╄»
23.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
23.30 «╉╁┿[〈╄〈 ╇»
01.05 «╂¨╊┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿»
01.35 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄[╇┿╊｠»
03.25 «╃┿╊を′╇╄ [¨╃]〈╁╄′′╇╉╇»
03.55 〈/] «╁¨╁¨』╉┿»
04.55 «╃〉[┿╉╇, ╃¨[¨╂╇, ╃╄′を╂╇»
05.40 ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╉┿′┿╊

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.00 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
9.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
9.30 ╃[┿╋╄╃╇ «╋┿[╂¨【┿»
10.30 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
11.30 《ぁ′〈╄╆╇ «]╄[╃『╄ ╃[┿╉¨-

′┿. ′┿』┿╊¨»
13.05 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
16.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
17.30 〈/] «′┿′¨╊ぃ╀¨╁を»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
20.00 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «』¨╉′〉〈｠╈ 

‶[¨《╄]]¨[»
22.45 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
23.15 «]╋╄》 ╁ ╀¨╊を【¨╋ 

╂¨[¨╃╄»
00 .15  》 /《  «¨╃′┿╅╃｠ ╁ 

╋┿[]╄╊╄»
02.35 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋┿╊｠【 〈¨╋╋╇»
04.25 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 

]〈¨〉′»
05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
5.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ╅╉》»
6.35, 18.10, 00.30, 03.20 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «》¨[¨【╄╄ ′┿]〈[¨╄′╇╄»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»
9.10 ]╁┿╃╄╀′｠╈ ‶╄[╄‶¨╊¨》
9.40 «DE FACTO»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
11.40 «╁╊┿]〈を ′┿[¨╃┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
12.45, 13.45 «¨╀╆¨[ ‶[╄]]｠»
13.10 «〉╂¨╊ ╆[╄′╇ぅ»
14.05, 18.30 〈/] «╂╊┿╁′｠╄ [¨╊╇»
15.05 «[╄『╄‶〈»
15.35 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
16.05 〈/] «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ╀╄╆╃′｠»
17.10 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
17.30 «′┿『╇¨′┿╊を′｠╈ ‶[¨╂′¨╆»
17.45 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
19.30, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.30 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.00 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»

10

10

〉[┿╊

〉[┿╊

〉[┿╊

〉[┿╊



Âîñêðåñåíüå, 5 äåêàáðÿ

‶っさゃにえ 〈╁『

‶っさゃにえ 〈╁『

25 íîÿáðÿ
2010 ãîäà Ñóááîòà, 4 äåêàáðÿ12 ÒÂ

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
06.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.15 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
06.30 «〈┿〈┿[]〈┿′: 〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╋┿╊¨╂¨ ╀╇╆′╄]┿»
06.45 «‶〉〈を»
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «]‶¨[〈╊┿′╃╇ぅ»
09.30 «〈╁¨[╇〈を ╃¨╀[¨!» ╉¨′『╄[〈
11.00 «╋〉╅]╉¨╄ ╃╄╊¨»
11.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.00 «]〈〉‶╄′╇»
12.30 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
13.00 «‶¨ぁ╆╇ぅ»
13.15 «‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╁ ]┿╈╃┿【]〈┿′»
14.25 «╀╄╃′ぅ╅╉┿». 〈/《
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨.» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00  』╄╋‶╇¨′┿〈 ╉》╊. ¨》╉ «╃╇′┿╋¨» - «┿╉ ╀┿[]»
19.15 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ» 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
20.30 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
21.15 «]〈[┿》¨╁┿′╇╄ ]╄╂¨╃′ぅ»
21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄』╄[¨╋
22.00 «╁╃[╄╀╄╆╂╇». 》/《 
23.45 ╀¨╇ ‶¨ ‶[┿╁╇╊┿╋ TNA ′┿ ╉〉╀¨╉  «TATNEFT»
00.15 «′¨』′¨╈ ╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ ╉┿′┿╊» 
02.00 «ぁ》¨ ╊ぃ╀╁╇». 》/《
03.40 «¨〈 〉╊｠╀╉╇…» ╇╂[┿╄〈 〈[╇¨ ╇╁┿′┿ 《┿[╋┿-

╉¨╁]╉¨╂¨
05.30 «]¨¨〈╄』╄]〈╁╄′′╇╉╇». 〈/《

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋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╅╉┿». 〈/《
15.10 «╊ぃ╀╇〈╄ ╂┿[╋¨′を!» 《╊╄[┿ 》〉[╋┿〈¨╁┿ 
15.45 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.30 «╋〉╅]╉¨╄ ╃╄╊¨»
 17.00 “〈┿〈┿[ ╅｠[｠-2009” 
18.30, 21.30 «7 ╃′╄╈»
19.30 «┿〉[┿ ╊ぃ╀╁╇»
20.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
21.45 «〉╊｠╀′╇]を!»
21.00 «╀┿〈｠[｠». ‶[¨╂[┿╋╋┿ ¨ ]‶¨[〈╄
21.20 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
22.30 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
23.00 «╋ + ╅». 》/《
00.45  «╊ぃ╀¨╁′╇『┿». 》/《
02.30 «╃╅┿╆ ╁ 〉]┿╃を╀╄ ]┿′╃╄『╉¨╂¨»
03.50  〈╁¨[』╄]╉╇╈ ╁╄』╄[ 》┿╊╇╋┿ ╅┿╊ぅ╊¨╁┿
05.30  «〈┿〈┿[]╉╇╄ ′┿[¨╃′｠╄ ╋╄╃¨╃╇╇»

5.30 》/《 «╁¨╆╁[┿〈┿ ′╄〈»
7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を ╊ぃ╀╇-

╋┿ぅ!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.20 «]╋┿╉»
11.00 «╂╄′′┿╃╇╈ 》┿╆┿′¨╁. 

╋╇]〈╇』╄]╉╇╈ ┿╁〈¨-
‶¨[〈[╄〈»

12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 〈/] «╂¨╊¨]┿»
16.00 》/《 «¨〈〈╄‶╄╊を»
17.40 «╉〈¨ 》¨』╄〈 ]〈┿〈を ╋╇╊-

╊╇¨′╄[¨╋?»
18.40 «╀¨╊を【╇╄ ╂¨′╉╇»
20.00 «╋╇′〉〈┿ ]╊┿╁｠»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.15 «╋╇′〉〈┿ ]╊┿╁｠»
22.10 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]-

》╇╊〈¨′»
22.50 «╃╄〈╄╉〈¨[ ╊╅╇»
23.50 «』〈¨? ╂╃╄? ╉¨╂╃┿?»
01.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╅╇╁¨〈′¨╄»
02.35 》/《 «]┿′╉『╇ぅ ′┿ ‶╇╉╄ 

ぁ╈╂╄[┿»
05.00 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»

5.05 》/《 «╅╄]〈¨╉¨]〈を»
6.45 ╁]ぅ [¨]]╇ぅ
6.55 ]╄╊を]╉¨╄ 〉〈[¨
7.25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ ╅╇╁¨〈′｠》
8.00, 11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
8.20 ╁¨╄′′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
8.45 ]〉╀╀¨〈′╇╉
9.30 ‶¨╃┿[╇ ]╄╀╄ ╅╇╆′を
10.05 «[¨]]╇ぅ-〉[┿╊»
10.30 «ぅ′ ╂┿╀╇′]╉╇╈ ╇ ╉¨╊╊╄-

╂╇ «╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.20 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.50 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
12.20, 14.30 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ 

╇ ′╇】╄′╉┿»
16.20 ′¨╁┿ぅ ╁¨╊′┿-2010. 

╊〉』【╄╄
18.15 ╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇¨′¨╁
19.15 》/《 «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ]』┿]〈をぅ»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
2 0 . 4 0  》 / 《  « ╉ ╊ ぃ 』 ╇  ¨ 〈 

]』┿]〈をぅ»
23.50  》/《 «¨〈╃┿╊╄′′｠╄ 

‶¨]╊╄╃]〈╁╇ぅ»
02.00 》/《 «╃╄╉┿╀[を]╉╇╄ 

╋┿╊を』╇╉╇»
04.05 ╉¨╋′┿〈┿ ]╋╄》┿

5.25 «]╉┿╆╉╇ ╀┿╅╄′¨╁┿»
5.55 》/《 «〉╀╇╈]〈╁¨ ′┿ ╅╃┿-

′¨╁]╉¨╈»
7.25 «]╋¨〈[»
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』»
8.50 «┿╁╇┿〈¨[｠»
9.25 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!»
10.20 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿»
10.55 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉
12.00 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
13.00, 16.00, 19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.25 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»
14.00 «′╄╅′¨]〈を» 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿»
16.20 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ]╊¨╁¨»
17.30 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿»
18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[
19.55 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋
21.00 «[〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇»
21.55 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»
22.55 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂ 

′〈╁». ]〉‶╄[╀╇〈╁┿
00.20 》/《 «‶〉╊╄′╄‶[¨╀╇╁┿╄╋｠╈»
02.00 》/《 «′╄╆╁┿′｠╄ ╂¨]〈╇»
04.15 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
10.40 》/《 «╂〉╊ぅ】┿ぅ»
12.00 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.30 》/《 «〈╄╊╄╂[┿╋╋┿»
14.05 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
14.30 ¨』╄╁╇╃′¨╄ - ′╄╁╄[¨-

ぅ〈′¨╄
15.00 ╇╂[｠ ╉╊┿]]╇╉¨╁
15.50 ]‶╄╉〈┿╉╊╇ «‶[¨]′╇]を 

╇ ‶¨╈ !»
17.35 』╄╋〉 ]╋╄┱〈╄]を? ╇╊╇ 

╉╊┿]]╇╉╇ ╅┿′[┿
18.15 ╇]╉┿〈╄╊╇
19.00 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
19.40 》/《 «╋╇』╋┿′ ‶┿′╇′»
21.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
22.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
22.20 ╃/《 «]¨╂╊┿]′｠╄ ′┿ ╁]╄ 

╇]‶[┿╁╊ぅぃ〈 ╋╇[»
00.30 ╃╅┿╆ ╁ ╋┿[]╇┿╉╄. 〈[╇¨ 

╋┿╉╉¨ぅ 〈┿╈′╄[┿
01.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.50 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
01.55 ╇]╉┿〈╄╊╇
02.45 ╃/《 «╃╅¨[╃┿′¨ ╀[〉′¨»

7.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
9.00, 14.15, 17.50, 02.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
9.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
9.45 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
10.15 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.45 «10 +» 
11.15 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.45 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
11.55 》/《 «]〈┿╊を′｠╄ 〈╄╊┿» 
14.00 ╁╄]〈╇.RU
14.25 ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿ ‶¨ ╀¨╀]╊╄ぃ 

╇ ]╉╄╊╄〈¨′〉 
15.25 ╁¨╊╄╈╀¨╊. ╋〉╅』╇-

′｠. «╂┿╆‶[¨╋-ぃ╂[┿» – 
«╆╄′╇〈-╉┿╆┿′を»

17.15 «′┿』┿〈を ]′┿』┿╊┿» 
18.10 ╀╇┿〈╊¨′. ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿. 

]‶[╇′〈. ╋〉╅』╇′｠
19.50 《〉〈╀¨╊. «』╄╊]╇» - «ぁ╁╄[〈¨′»
21.55 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
22.20 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
22.50 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
23.20 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
23.50 》/《 «╉¨[┿╀╊を-‶[╇╆[┿╉»
01.35 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨» 
02.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿» 
05 .00  〈╄′′╇].  ]╄[╀╇ぅ - 

《[┿′『╇ぅ

5.20 》/《 «╉¨╋′┿〈┿ ] ╁╇╃¨╋ 
′┿ ¨╂′╇»

7.05 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
7.40 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.00 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
8.30 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇-

╉╊¨‶╄╃╇ぅ»
8.55 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
10.00 》/《 «¨]〈[¨╁ ]¨╉[¨╁╇】»
11.30, 17.30, 00.15 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.30 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]╊¨╋〉»
13.20 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
14.20 》/《 «╃╄╊¨ ╀｠╊¨ ╁ ‶╄′を-

╉¨╁╄»
16.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
17.10 «╋¨╀╇╊を′┿ぅ ]╁ぅ╆を»
17.45 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.05 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.05 》/《 «〈┿╉ ╀｠╁┿╄〈»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «╂╊┿╁′｠╈ ╉┿╊╇╀[»
00.35 ¨‶╄[′¨╄ 【¨〉 «]′｠ ¨ 

╁¨]〈¨╉╄»
01.45 》/《 «╂╄[¨╇′ぅ ]╁¨╄╂¨ 

[¨╋┿′┿»
03.40 》/《 «ぁ╁╄╊╇′»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.05 〈/] «╃[〉╆をぅ»
9.00 ╉╊〉╀ ╀｠╁【╇》 ╅╄′
10.00 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30 COSMOPOLITAN
12.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
13.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
14.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
17.00 》/《 «]╃╄╊┿╈ 【┿╂»
18.50 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
19.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
20.00 》/《 «ぁ╊╄╉〈[┿»
21.50 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 〉╀¨╈′┿ぅ ╊╇╂┿
01 . 4 0  ] ╄╉ ]  ]  ┿ ′《 ╇] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
02.10 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.10 ╉╊〉╀ ╀｠╁【╇》 ╅╄′
04.10 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[
04.45 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[
05.15 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[
05.50 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.05, 7.30 ′¨╁¨]〈╇
5.35 «]〈╄′╃»
6.00 》/《 «╃╄╊¨╁｠╄ ╊ぃ╃╇»
8.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.10 «¨〈╉»
10.30 «『╄′′｠╄ ′¨╁¨]〈╇. ╆╃¨-

[¨╁を╄»
1 0 . 4 0  « ╅ ╇ ╆ ′ を  ╁  ] 〈 ╇ ╊ ╄ 

WELLNESS»
11.00 «〈¨, 』〈¨ ′┿╃¨» 
11.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
11.40 «GAME ON»
12.05 «┿╈╁¨]を╉┿» 
12.25 》/《 «‶〉〈を ╁ «]┿〈〉[′»
14.00 》/《 «╉¨′╄『 «]┿〈〉[′┿»
1 5 . 5 5  》 / 《  « ╀ ¨ ╈  ‶ ¨ ] ╊ ╄ 

‶¨╀╄╃｠»
18.55 》/《 «』┿]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁, 

╇╊╇ ¨‶╄[┿『╇ぅ «╉¨¨‶╄-
[┿『╇ぅ»

20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 》/《 «〈╄[╋╇′┿〈¨[ 2: ]〉╃-

′｠╈ ╃╄′を» 
23.40 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
00.10 》/《 «〈╄[╋╇′┿〈¨[ 2: ]〉╃-

′｠╈ ╃╄′を» 
02.30 》/《 «′¨』′｠╄ ╆┿╀┿╁｠»

6.00 〈/] «〈[¨╄ ]╁╄[》〉-2»
8 . 4 0  «╃〉[┿╉╇ ,  ╃¨[¨╂╇ , 

╃╄′を╂╇»
9.10 «[╄┿╊を′｠╈ ]‶¨[〈»
9.30 «ぅ - ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′′╇╉»
10.00 〈/] «′╄〉╃┿』′╇╉¨╁. NET»
12 .00  «╃┿╊を′╇╄  [¨╃]〈-

╁╄′′╇╉╇»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿ ] 

╇╂¨[╄╋ ‶[¨╉¨‶╄′╉¨»
14.00 〈/] «¨〈╀╊╄]╉╇»
18.00  «』╄]〈′¨»:  «╅╄′｠ 

]╋╄[〈′╇╉¨╁»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 ]〈╇╁╄′ ]╇╂┿╊ ╁ ╀¨╄╁╇╉╄ 

«‶[╄╃╄╊を′┿ぅ ╂╊〉╀╇′┿»
22.00 〈[╇╊╊╄[ «╃[╄╈《»
00.00 «╂¨╊┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿»
0 1 . 3 5  〈 / ]  « ] ╄ ╉ [ ╄ 〈 ′ ｠ ╄ 

╋┿〈╄[╇┿╊｠»
03 .25  «╃┿╊を′╇╄  [¨╃]〈-

╁╄′′╇╉╇»
03.55 «╁¨╁¨』╉┿». ╉¨╋╄╃╇╈-

′｠╈ ]╄[╇┿╊
05.00  «╃〉[┿╉╇,  ╃¨[¨╂╇, 

╃╄′を╂╇»

6.00 ╉[╇╋╇′┿╊を′┿ぅ ╃[┿╋┿ 
«╀╄╂〉】╇╈ 』╄╊¨╁╄╉»

7.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 «╀[ぁ╈′ [╇′╂»
10.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
11.00 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
14.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «』¨╉′〉〈｠╈ 

‶[¨《╄]]¨[»
19.25 «6 ╉┿╃[¨╁»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «』¨╉′〉〈｠╈ 

‶[¨《╄]]¨[– 2. ]╄╋╄╈╉┿ 
╉╊┿╋‶»

22.50 《╇╊を╋ 〉╅┿]¨╁ «╃[┿╉〉-
╊┿ – 2000»

0 0 . 4 5  ╀ ¨ ╄ ╁ ╇ ╉  « ╉ [ 〉 〈 ｠ ╄ 
╁╇[┿╅╇»

03.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╀¨╊を【¨╄ 
[┿╆¨』┿[¨╁┿′╇╄»

05.00 ╋′¨╂¨]╄[╇╈′｠╈ 《╇╊を╋ 
« ′ ┿ ] 〈 ¨ ぅ 】 ╇ ╈  ┿ [ ¨ ′ 
]〈¨〉′»

05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15, 12.30 «DE FACTO»
5.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
6.05 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
6.40 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
7.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈. ╉〉╊を〈〉[┿»
8.00 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
8.30 ╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′
9.00 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
9.20 «╂〉[╋ぁ»
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.05 》/《 «′╇╉〉╃｠【′┿ぅ»
11.30 «[╄『╄‶〈»
12.00 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿»
12.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
13.05 〈/] «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ╀╄╆╃′｠»
15.00 ]‶╄『‶[¨╄╉〈 〈┿〉
15.40, 05.00 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
16.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 ]╁┿╃╄╀′｠╈ ‶╄[╄‶¨╊¨》
16.30 «╉┿╋╄[〈¨′»
17.05 》/《 «╆┿╁〈[┿ ╀｠╊┿ ╁¨╈′┿»
19.00, 03.05 «]¨╀｠〈╇ぅ ′╄╃╄╊╇»
20.00, 04.05 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «‶[┿╁╇╊┿ ╀¨ぅ»
22.40, 04.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 «ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿»
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.40 》/《 «╉¨[┿╊╊¨╁｠╈ [╇《»
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 》/《 «╁┿╊╄′〈╇′ ╇ ╁┿╊╄′-

〈╇′┿»
7.50 «]╊〉╅〉 ¨〈』╇╆′╄!»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.10 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇» 

] ╃╋. ╉[｠╊¨╁｠╋
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.30 «《┿╆╄′╃┿»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 〈/] «‶¨╀╄╂»
14.20 ╋/《 «【[╄╉ 1»
16.00 ‶[╄╋を╄[┿. ╉¨′『╄[〈 

╂[〉‶‶｠ «╇╁┿′〉【╉╇ 
INTERNATIONAL»

18.00 «╊╄╃ ╇ ‶╊┿╋╄′を»
21.00 ╁¨]╉[╄]′¨╄ «╁[╄╋ぅ»
22.00 «╀¨╊を【┿ぅ [┿╆′╇『┿»
23.00 «‶¨╆′╄[»
00.00 》/《 «╉┿╉ ‶¨〈╄[ぅ〈を ╃[〉-

╆╄╈ ╇ ╆┿]〈┿╁╇〈を ╁]╄》 
〈╄╀ぅ ′╄′┿╁╇╃╄〈を»

02.10 》/《 «╂┿′╂]〈╄[ わ 1»
04.00 ]╄[╇┿╊ «〈┿╈′｠ 〈╇》¨╂¨ 

¨╉╄┿′┿»

5.10 》/《 «╉¨╋┿′╃╇[ ]』┿]〈╊╇-
╁¨╈ «】〉╉╇»

7.00 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
7.30 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
8.20 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
9.00 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
9.45 ╂¨[¨╃¨╉
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 〈｠ ╇ ぅ
12.05 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇-

】╄′╉┿»
14.00 ╁╄]〈╇
14.20 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.30 〈/] «‶[╇′『╄]]┿ ╇ ′╇-

】╄′╉┿»
16.15 ╉¨′『╄[〈-‶¨]╁ぅ】╄′╇╄ 

ぅ′〉 ┿[╊┿╆¨[¨╁〉 «〉╊｠╀-
╉╇ ╃[〉╆╄╈»

18.05 ]〈╇╊ぅ╂╇-【¨〉 ] ╋┿╉]╇-
╋¨╋ ╂┿╊╉╇′｠╋

20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «‶¨╃[〉╂╇»
23.00 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.00 ╃╁┿ ╁╄]┱╊｠》 ╂〉]ぅ
00.30 》/《 «‶[╄]〈╇╅»
03.10 》/《 «‶[¨]〈¨ ]┿【┿»

5.15 «]╉┿╆╉╇ ╀┿╅╄′¨╁┿»
5.45 «╃╇╉╇╈ ╋╇[»
6.20 》/《 «╋｠ ] ╁┿╋╇ ╂╃╄-〈¨ 

╁]〈[╄』┿╊╇]を...»
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
8.20 «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨»
8.45 «╇》 ′[┿╁｠»
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!»
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿»
11.00 «╃╄╊¨ 〈╄╋′¨╄». «〈┿╈′┿ 

]╋╄[〈╇ ╄]╄′╇′┿»
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈»
13.00, 16.00, 19.00 «]╄╂¨╃′ぅ»
13.20 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿»
16.20 «[┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇. ╋¨-

╊¨』′┿ぅ ¨〈[┿╁┿»
17.20 ╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╈〈╄!
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
20.00 «』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄»
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄»
21.55 》/《 «』╄╊¨╁╄╉ ′╇¨〈╉〉╃┿»
23.55 «╁ ╆¨′╄ ¨]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿»
00.25 》/《 «]‶╇]¨╉ 【╇′╃-

╊╄[┿»
03.35 «╅╇╆′を ╀╄╆ ╀¨╊╇»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «′╄¨〈‶[┿╁╊╄′′¨╄ 

‶╇]を╋¨»
12.15 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ 

╉╇′¨
12.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
13.50 ╃/《 «]〈[┿〈╄╂╇╇ ╅╇╁¨〈-

′｠》. ]╇╊┿ ╉[｠╊を╄╁»
14.45 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
15.30 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
16.00 【╄╃╄╁[｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╋〉-

╆｠╉┿╊を′¨╂¨ 〈╄┿〈[┿
18.35 》/《 «′┿]〈[¨╈】╇╉»
21.15 ╃¨╋ ┿╉〈╄[┿
22.00 》/《 «╋¨『┿[〈 ′┿╁]╄╂╃┿»
23.45 ╊┿[╇]┿ ╃¨╊╇′┿ ╇ 

╀╇╂-╀╄′╃ ┿′┿〈¨╊╇ぅ 
╉[¨╊╊┿

00.20 》/《 «′╄¨〈‶[┿╁╊╄′′¨╄ 
‶╇]を╋¨»

01.55 ╃/《 «]〈[┿〈╄╂╇╇ ╅╇╁¨〈-
′｠》. ]╇╊┿ ╉[｠╊を╄╁»

7.00 《〉〈╀¨╊.  «』╄╊]╇» - 
«ぁ╁╄[〈¨′»

9.00, 14.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
9.25 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.45 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
10.10 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.40 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ 

╉╊╇╋╇′¨╈»
11.10 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
11.45 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
12.05 》/《 «╇ ╂[ぅ′〉╊ ╂[¨╋» 
14.00, 00.10 ╁╄]〈╇.RU
14.25 ╉〉╀¨╉ ╋╇[┿ ‶¨ ╀¨╀]╊╄ぃ 

╇ ]╉╄╊╄〈¨′〉 
15.25, 17.40, 18.10 ╀╇┿〈╊¨′
16.10 ]‶¨[〈╇╁′｠╄ 〈┿′『｠ 
19.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
19.30 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
20.00 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
20.30 《╇′┿′]╇]〈
21.00 ╁¨╊╄╈╀¨╊. ╅╄′】╇′｠. 

«╃╇′┿╋¨» (╋¨]╉╁┿) - 
«╃╇′┿╋¨» (╉[┿]′¨╃┿[)

22.15, 00.50 ╀╇┿〈╊¨′
00.25, 03.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
02.20 《〉〈╀¨╊ ╄╄ ╁╄╊╇』╄]〈╁┿
03.20 «〈┿╋, ╂╃╄ ′┿] ′╄〈» 
04.20  〈╄′′╇].  ]╄[╀╇ぅ - 

《[┿′『╇ぅ

7.15 «╃′╄╁′╇╉ ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′-
′╇╉┿»

7.50 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.20 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
8.50 «╅╇╁┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
9.45 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇-

╁¨〈′｠╄»
10.15, 03.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╃¨╀[¨╁¨╊を『｠»
13.40 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ ╃¨╋»
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 ╃/《 «╁[┿╂ 〉 ╁¨[¨〈. ╋¨-

]╉╁┿ 41-╂¨»
16.20 «〈┿╊┿′〈｠ ╇ ‶¨╉╊¨′′╇-

╉╇. ╋╇》┿╇╊ 〉╊をぅ′¨╁»
17.55 》/《 «┿》╇╊╊╄]¨╁┿ ‶ぅ〈┿»
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 〈/] «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ 

╉[╇]〈╇»
00.15 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′. 

‶┿╁╄╊ ┿]〈┿》¨╁
01.15 》/《 «‶¨╃┿[╇ ╋′╄ ╊〉′-

′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.25 〈/] «╃[〉╆をぅ»
9.50 ╊¨〈╄[╄╇: «‶╄[╁┿ぅ ′┿『╇¨-

′┿╊を′┿ぅ» ╇ «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ╀╇〈╁┿ ぁ╉]〈[┿]╄′]¨╁
12.00 ╃/《 «╆┿[┿╀¨〈┿〈を ╊╄╂╉¨»
13.00 》/《 «]╃╄╊┿╈ 【┿╂»
15.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
17.00 》/《 «ぁ╊╄╉〈[┿»
18.50 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
19.30 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
20.00 》/《 «DOA: ╅╇╁¨╈ ╇╊╇ 

╋╄[〈╁｠╈»
21.35 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 COMEDY WOMAN
01 . 2 5  ] ╄╉ ]  ]  ┿ ′《 ╇] ¨ ╈ 

』╄》¨╁¨╈
02.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.00 ╇′〈〉╇『╇ぅ
03.55 〉╀¨╈′｠╈ ╁╄』╄[
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠
05.50 〈/] «]┿【┿ + ╋┿【┿»

5.05 》/《 «]╉┿╆ ‶[¨ 〈¨, ╉┿╉ 
『┿[を ‶╄〈[ ┿[┿‶┿ ╅╄-
′╇╊»

6.40 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
7.10 «GAME ON»
7.40 «┿╈╁¨]を╉┿» 
8.00 ¨]〈¨[¨╅′¨, ╆┿╃¨╁!
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.10 «36,6». ‶[¨╂[┿╋╋┿ 

¨ ╆╃¨[¨╁を╄
10.30 «╋╄╊を′╇『┿»
11.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄»
11.30 «╁┿【╄ ╆╃¨[¨╁を╄» 
12.00 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.30 》/《 «╋╄]〈¨ ╁]〈[╄』╇ 

╇╆╋╄′╇〈を  ′╄╊を╆ぅ» , 
1-5 ]╄[╇╇

19.25 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
19.55 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈» 
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 ′┿〈┿╊をぅ ′╄╂¨╃┿ ╁ ╃[┿╋╄ 

«╀〉╀╄′, ╀┿[┿╀┿′» 
23.10 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.40 》/《 «╋╄]〈¨ ╁]〈[╄』╇ 

╇╆╋╄′╇〈を  ′╄╊を╆ぅ» , 
1-5 ]╄[╇╇

6.00 〈/] «〈[¨╄ ]╁╄[》〉 - 2»
7.00 ╋/] «╀╄′ 10»
7.50 〈/] «〈[¨╄ ]╁╄[》〉 - 2»
8.50, 04.40 «╃〉[┿╉╇, ╃¨[¨╂╇, 

╃╄′を╂╇»
9.30 «╉┿[╃┿′′｠╈ ╁┿╊»
10.00 〈/] «′╄〉╃┿』′╇╉¨╁. NET»
12 .00  «╃┿╊を′╇╄  [¨╃]〈-

╁╄′′╇╉╇»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «′╄╃╄╊ぅ»
14.00 [╄‶¨[〈╄[]╉╇╄ ╇]〈¨[╇╇
14.45 》/《 «╃[╄╈《»
16 .30  》 /《  «‶[╄╃╄╊を′┿ぅ 

╂╊〉╀╇′┿»
18.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «′╄]‶[┿╁╄╃╊╇╁¨]〈を»
20.00 〈[╇╊╊╄[ «╃╄′を 〈[╇《-

《╇╃¨╁»
23.45 «╋╇[¨╁¨╈ ╀¨╉]: ╁¨]-

》¨╃ぅ】╇╄ ╆╁╄╆╃｠»
00.15 «╂¨╊┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿»
0 1 . 2 0  〈 / ]  « ] ╄ ╉ [ ╄ 〈 ′ ｠ ╄ 

╋┿〈╄[╇┿╊｠»
03 .00  «╃┿╊を′╇╄  [¨╃]〈-

╁╄′′╇╉╇»
03.35 〈/] «╁¨╁¨』╉┿

6.00 》/《 «]┿╃¨╁｠╈ ╉¨[¨╊を»
7.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «《╄╃¨[╇′¨ ╂¨[╄»
9.00 «]┿╋｠╈ 〉╋′｠╈»
10.45 ╋/] «〈¨╋ ╇ ╃╅╄[[╇»
11.00 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 «]′╇╋╇〈╄ ぁ〈¨ ′╄╋╄╃-

╊╄′′¨!»
13.00 ╉〉╊╇′┿[′¨╄ 【¨〉 «╄╃╄╋ 

╇ ╄╃╇╋»
13.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «‶[¨╃╄╊╉╇ 

╀╇╁╄[┿»
15.10 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
17.00 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.45 ╋/《 «╉′╇╂┿ ╃╅〉′╂╊╄╈ – 2»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╃¨╋ ] ‶[╇-

╁╇╃╄′╇ぅ╋╇»
22.35 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
23.35 》/《 «╆┿╁]╄╂╃┿〈┿╈ 

╀┿[┿»
01.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «¨〈╊╇』′｠╈ 

╂┿╋╀〉[╂╄[»
03.15 〈/] «′┿]〈¨ぅ】╇╈ ┿[¨′ 

]〈¨〉′»
05.20 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15, 6.40 «DE FACTO»
5.35 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ╂〉《]╇′»
6.55 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 «╉┿╋╄[〈¨′»
12.05 》/《 «╆┿╁〈[┿ ╀｠╊┿ ╁¨╈′┿»
13.40 «╃╇╁]-ぁ╉]‶[╄]]»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿. ╇′〈╄[′╄〈. ]‶¨[〈»
14.30 〈/] «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ╀╄╆╃′｠»
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.20 «╂¨[′｠╄ ╁╄]〈╇»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «┿╁╇┿ [╄╁ぃ»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 》/《 «‶[┿╁╇╊┿ ╀¨ぅ»
20.40, 01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ ′╄╃╄╊╇»
21.40 «╁]╄ ╉┿╉ ╄]〈を»
22.25 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 «‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉»
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 «╀╇╊をぅ[╃ 〉[┿╊┿»
00.40 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
02.50 «┿╁〈¨╀┿′»
03.05 》/《 «╉¨[┿╊╊¨╁｠╈ [╇《»

10

10

〉[┿╊

〉[┿╊

〉[┿╊

〉[┿╊
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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

2. ′╄‶[┿╁╇╊を′｠╈ ‶[╇╉〉]
′っ きけゅせ は ょけかゅけ しこぇすぬ, おけゅょぇ きけの ょせてせ 

ぉっさっょうす ゃしはおぇは ょさはくぬ ゃさけょっ っひ しぇきけえ: 
けょくぇ けくぇ けぉにつくけ せ きっくは くっおさうおかうゃぇは, こけ-
さけえ ょぇあっ こけおかぇょうしすぇは. ′け しっゅけょくは くっ しこぇ-
かけしぬ: ゃうょぇすぬ, けくぇ つせゃしすゃけゃぇかぇ, つすけ ╃けぉさにえ 
ょけ しうた こけさ ゅけかけょくにえ, う こさう ねすけき しすさぇょぇっす 
こけくぇこさぇしくせ. ‶さうつひき: うい-いぇ きっくは, おけすけさにえ 
ゃいはか ゃつっさぇ ゃ かぇさぬおっ しこうさすぇ «[けえはか», う し 
ぉぇすけくけき ょぇ おうかぬおけえ ゃ すけきぇすくけき しけせしっ っゅけ 
こさうゅけゃけさうか… 〈ぇお, ぇ しおけかぬおけ あっ は ゃつっさぇ ゃに-
こうか? ‶けきくの, けしすぇゃぇかけしぬ こさうかうつくけ, ょぇ う くっ 
こけょ しうかせ きくっ ゃにこうすぬ いぇ ゃっつっさ かうすさせ しこうさ-
すぇ ゃ けょくけ さにかけ. 』ぇこくせゃ し せすさぇ ょかは いぇこぇたぇ 
しさぇいせ こはすぬょっしはす, こけてひか つうしすうすぬ いせぉに う しけ-
ゃっさてぇすぬ さうすせぇかぬくけっ けきけゃっくうっ: すぇおぇは ゃけす せ 
きっくは ょせさくぇは こさうゃにつおぇ. ′っ きけゅせ は ゅさはいくにき 
たけょうすぬ, う こせしすぬ ょぇあっ ゅけさはつっえ ゃけょに ゃ おさぇくっ  
くっす, つすけ けすくのょぬ くっ さっょおけしすぬ ょかは 〉さぇかきぇてぇ, 
くけ ゃしひ さぇゃくけ けこけかけしくせしぬ. 》せあっ, おけゅょぇ くっす 
たけかけょくけえ: くう, ういゃうくうすっ, ゃ すせぇかっす したけょうすぬ, 
くう すけかおけき こけきにすぬしは –  くっ こっさっくけしうす きけは 
おけあぇ おうこはすおぇ, くうおぇおぇは いぇおぇかおぇ くっ こけきけゅぇ-
っす. ╋ぇすっさはしぬ う ひあぇしぬ, は けょっかしは う こけしこってうか 
くぇ けしすぇくけゃおせ. 

[せゅぇすぬしは, さぇいせきっっすしは, ゅさってくけ, くけ は ゃっょぬ 
こけ ょっかせ? ╆ょっしぬ ょけ ]うぉうさしおけゅけ すさぇおすぇ ったぇすぬ 
こけかすけさぇ つぇしぇ, ょぇ う すけ し こっさっしぇょおけえ, ぇ せ 
きっくは ゃ ょあうくしぇた こけきはすにえ こさけっいょくけえ いぇ こさけ-
てかにえ きっしはち. ╉ぇお あっ すせす くっ させゅぇすぬしは? ‶け-
かけゃうくぇ しせこけゃけゅけ くぇぉけさぇ くっこさうはすくけ たけかけょうす 
きくっ ゃくせすさっくくうえ おぇさきぇく, たけすは う くっこけくはすくけ, 
いぇつっき は っゅけ ゃいはか: くぇゃっさくはおぇ ゃつっさぇてくうっ 
きけしかに すぇお くっすさけくせすにっ う ゃぇかはのすしは ゃ おかっすおっ, 
すぇお ゃっょぬ くっす, ょぇあっ ゃ ゅぇいっすせ ねすせ しかうこてせのしは 
かっょにておせ いぇしせくせすぬ くっ こけかっくうかしは. 〈っこっさぬ, 
ょけさけゅけえ きけえ ‶ぇゃっか ╇ゃぇくけゃうつ, う つせゃしすゃせえ 
ねすけす おけしすはくけえ たけかけょけお ゃけいかっ しけぉしすゃっくくけゅけ 
しっさょちぇ, けすけゅさっゃぇえ っゅけ.

╁ こっさっょっさあおっ ゃしひ こけつすう すぇお あっ, おぇお う ゃつっ-
さぇ, さぇいゃっ つすけ ゃ けょくけき せゅかせ おかっすおう ╃けぉさけゅけ 
くぇ くっゃっしすぬ けすおせょぇ ゃいはゃてっきしは さゃぇくぬっ ょさにた-
くっす しけちうけかけゅ. ]けぉぇおせく こさうすせかうかしは くっこけょぇ-
かひおせ, くけ たゃけしすけき お おけしすはき. ′ぇゃっさくけっ, ねすけ 
つすけぉに せあ しけゃしっき し せきぇ くっ しけえすう. ぅ こさうしっか ゃ 
すさっすぬっき せゅかせ, う くっこさぇゃ すけす, おすけ せすゃっさあょぇっす, 
つすけ ゃ こけきっとっくうう せゅかけゃ ょけかあくけ ぉにすぬ つっすに-
さっ: くぇこさけすうゃ, しおけかぬおけ ゃ くひき ょせて, しすけかぬおけ 
う せゅかけゃ. ╀にゃぇっす ょぇあっ, つすけ せゅけか ゃしっゅけ けょうく, 
う けく – こけゃしのょせ, おせょぇ くっ おうくぬ ゃいゅかはょ, う けく 
ゃしっゅょぇ し すけぉけえ. ╊うてぬ ぉに くっ けしすさにき せゅかけき お 
すっぉっ. ぅ おうくせか おけしすけつおけえ うい しせこけゃけゅけ くぇぉけさぇ 
ゃ しけちうけかけゅぇ:

– ]なっか? 【ひか ぉに すに, こぇさは, お しゃけっえ きぇきおっ, 
くっ きっしすけ すっぉっ いょっしぬ.

〈けす こさけょさぇか ゅかぇいぇ, う こっさゃにき ょっかけき 
ゃいゅかはくせか くぇ こけか. 〉ゃうょっゃ くっすさけくせすにっ おけしすう, 
しっか くぇ ょさぇくけえ すっかけゅさっえおっ, おけすけさけえ くけつぬの 
せおさにゃぇかしは, う こけしきけすさっか くぇ くぇし し ╃けぉさにき 
すぇお, おぇお ぇきひぉぇ くぇ きうおさけしおけこ. ╃っしおぇすぬ, は-すけ 
すせす, ぇ きくっ ゃぇし せあっ う くっ ゃうょぇすぬ. 〈させぉけつおせ 
しゃけの こっさっゃっさくう, せつひくにえ すゃけの きぇすぬ, ょぇえ 
こけかのぉけゃぇすぬしは くぇ すっぉは, おぇしぇすうお. ╉しすぇすう, 
ゃいゅかはょ すけかぬおけ つすけ こさけしくせゃてっゅけしは つっかけゃっおぇ 
きけあっす きくけゅけ つっゅけ け くひき さぇししおぇいぇすぬ: う すけ, け 
つひき けく きっつすぇか, う すけ, つっゅけ けく ぉけうすしは, う ょぇあっ 
すけ, つすけ けく っか いぇ せあうくけき. ╉ こさうきっさせ, ]ぇて-
おぇ ゃつっさぇ ゃっつっさけき, くっしけきくっくくけ, くうつっゅけ くっ 
っか. ╉せしけお たかっぉぇ うかう あっ こうさけあけお し おぇこせしすけえ 
(けょくけいくぇつくけ くっ し きはしけき), う… ╁しひ. ╂けかけょくにえ 
かひゅ, けてぇかっゃてうえ ゃしすぇか. ╁っさくっっ, しっか. ╆ぇすっき 
けく こけょくはかしは くぇ くけゅう, こけょけゅくせゃ  ゅけかけゃせ:

– ╇いゃうくうすっ, ぇ すせぇかっす せ ゃぇし いょっしぬ ゅょっ?
– ╁ ゅけかけゃっ. ╇ょう しっえつぇし くぇこさぇゃけ, ゃょけかぬ 

ゃけかぬっさけゃ, こけすけき っとひ さぇい くぇこさぇゃけ, – さうしせの 
は させおけえ ういくせすさう おかっすおう くっゃうょうきにっ, くけ すっき 
くっ きっくっっ さっぇかぬくけ しせとっしすゃせのとうっ くぇこさぇゃかっ-
くうは, – ┿ せあ ゅょっ すに ゅぇいっすおせ くぇえょひてぬ – すゃけひ 
ょっかけ. ′っす, こけしすけえ, ゃさけょっ ゃけいかっ けょうくくぇょちぇ-
すけえ しせつおう, つすけ くぇうしおけしけお,  ゃつっさぇ ゃぇかはかぇしぬ. 
‶けしきけすさう すぇき くぇ はとうおっ.

– 〉ゅき, – ょけしすぇか すけす うい おぇさきぇくぇ けつおう, – ┿ 
せあっ つすけ, せすさけ?

– ′っ さぇょせっす? 〈っこかけ あっ, ゃさけょっ. ]おぇあう, ぇ 
つすけ すっぉっ しくうかけしぬ? ′っす, しこっさゃぇ したけょう, くせ すっぉは: 
おかっすおう こけかけあっくけ ゃ つうしすけすっ しけょっさあぇすぬ.

‶けおぇ すけす たけょうか-ぉさけょうか, ょぇ ゃ こけさはょけお 
しっぉは こさうゃけょうか, は こけさすうか ゃけいょせた すぇぉぇつくにき 
ょにきけき. ╃けぉさにえ けす ねすけゅけ, さぇいせきっっすしは, ゃっしぬ 
ゃくせすさっくくっ くっゅけょけゃぇか, くけ しょっさあうゃぇかしは. 
╁けす う は ゃきっしすっ し くうき こけすっさこかの, こけおぇ ねすけす 
しすせょっくす くっ ゃっさくひすしは. ]ぇきけっ ゃさっきは こけさぇい-
ょせきにゃぇすぬ, いぇつっき きに ゃすさけひき ゃ けょくけえ おかっす-
おっ しけぉさぇかうしぬ. 』すけ くっ しかせつぇえくけ – しけきくっくうの 

くっ こけょかっあうす, くけ つすけ あっ ねすけ すぇおけっ, おけすけさけっ 
しこけしけぉくけ きっくは ゃ きけう-すけ ゅけょに たけすぬ つっきせ-すけ 
くぇせつうすぬ? ′っす, こさけせつうすぬ – ねすけ かっゅおけ, きくっ かう 
ねすけゅけ くっ いくぇすぬ, は, こさういくぇすぬしは, こけさけえ ょぇあっ 
ゅけさあせしぬ すっき, しおけかぬおけ きくっ ゃしっゅけ こっさっくっしすぬ 
ょけゃっかけしぬ, けょくぇおけ ゃけす くぇしつひす すけゅけ, つすけぉに は 
けこはすぬ せつうかしは – ねすけ, ょせきぇの, ょけたかにえ くけきっさ, 
しすぇさ は せあっ ょかは ねすけゅけ. ′け – ういゃうくうすっ, はゃう-
かぇしは くぇてぇ こけすっさは. ¨こぇくぬおう, う おぇおうっ あっ きに 
はゃうかうしぬ こけさけいけゃっゃてうっ-すけ! ′っせあっかう ねすけす いぇ-
ょけたかうお ゃつっさぇ すぇお きくけゅけ, ゃけこさっおう きけうき せきけ-
いぇおかのつっくうはき, しなっか, つすけ けす けょくけゅけ こけたけょぇ お 
はきっ っきせ ゃしっゅけ いぇ こはすぬ きうくせす こけゃっしっかっかけしぬ? 
┿あ こはすくぇきう ゃっしぬ こけてひか, ぉっょけかぇゅぇ.

– ╆ぇゃすさぇおぇすぬ ぉせょってぬ? – こさけすはくせか は っきせ 
いぇたゃぇつっくくにえ し しけぉけえ ぉせすっさぉさけょ, – ╇いゃうくう, 
つぇは くっす, すっさきけし せあっ ゅけょ おぇお さぇいぉうかしは: けょうく 
おぇゃおぇいっち こけしすぇさぇかしは. ¨た, う たけさけてぇは, しおぇ-
あせ は すっぉっ, ぉにかぇ いゃっさのゅぇ! ‶せてうしすにえ すぇおけえ, 
いかけえ, う つすけ? ╃けぉさにえ, すに きっくは しかせてぇってぬ? – 
けぉさぇすうかしは は せあっ おけ こしせ, – 〈に すけあっ しかせてぇえ 
– しかせてぇえ. ╇い すっぉは ゃけく くけしおう くっ こけかせつぇすしは, 
ぇ ゃけす うい くっゅけ いくぇすくにっ ぉに ゃにてかう, っしかう ぉに 
ねすけす うょうけす ておせさせ ゃ おけすかけゃぇく くっ ゃにぉさけしうか. 
]ぇて, すに ぉっさう ぉせすうお, けく けぉにつくにえ, おぇさすけく-
くにえ, こけつすう ぉっい きはしぇ. ┿ゅぇ, ぉっさう, すけかぬおけ させおう 
けぉ てすぇくに ゃにすさう, う ゅょっ すに すぇお うしこぇつおぇすぬしは 
せしこっか? – くぇつぇか は ゃょさせゅ しかっゅおぇ せゃぇあぇすぬ しすせ-
ょっくすぇ いぇ せこけさしすゃけ.

┿ つすけ? ╉すけ うい ゃぇし しけゅかぇしうかしは ぉに こっさっ-
くけつっゃぇすぬ ゃっしくけえ ぉっい てっさしすう くぇ すっかっ ゃ けす-
おさにすけえ おかっすおっ, ょぇ っとひ う し ╃けぉさにき ゃこさうょぇ-
つせ? 〈けす ゃっょぬ くっ おけておぇ おぇおぇは, ゃこけかくっ きけゅ う 
けぉうょっすぬしは いぇ すけ, つすけ っきせ すせす つうしすにえ ゃけいょせた 
しきさぇょくにき つっかけゃっつっしおうき ょにたぇくうっき こけさすはす. 
ぁすけ くぇき こけつすう ゃしひ さぇゃくけ, おすけ すぇき せ すっぉは 
こけょ ぉけおけき しけこうす, っしかう くっ たさぇこうす, おけくっつ-
くけ. ′け きに ょぇあっ う いぇ けょくけ ねすけ こけさけえ しゃけっゅけ 
ぉかうあくっゅけ こさうょせてうすぬ ゅけすけゃに, すぇお つすけ あっ ゅけ-
ゃけさうすぬ こさけ しけぉぇお し うた けしすさにき けぉけくはくうっき. 
╉しすぇすう, こけつっきせ うきっくくけ «けしすさにき»? ¨すつっゅけ 
くっ «ゃこうすにゃぇのとうき» すぇき, うかう «ゅせぉつぇすにき»? 
╇かう, くぇ たせょけえ おけくっち, «ちっこおうき»? ╃けあょぇゃ-
てうしぬ, おけゅょぇ しすせょっくす ょけっしす しゃけえ (ぇ は ゃっょぬ 
っゅけ ょかは しっぉは ぉっさひゅ!) ぉせすっさぉさけょ, ょぇぉに くっ 
こっさっぉうゃぇすぬ すけきせ ぇここっすうすぇ, いぇおせさうか:

– 〈に おせさうてぬ? 
– ╃ぇ, ういゃうくうすっ, –  こさけすはくせか けく きくっ こぇつおせ 

«¨こぇかぇ».
– ]かせてぇえ, おせつおうく すゃけえ たゃけしす, は う すぇお せあっ 

おせさの, – う こけきぇたぇか しうゅぇさっすけえ, –  〈ぇお ゃけす: 
くぇ おけえ たさっく すに いょっしぬ しっゅけょくは くけつっゃぇか? ╁ 
ゅけしすうくうちっ きっしすぇ くっ くぇてかけしぬ, つすけ かう? 〈に ゅょっ 
あうゃってぬ-すけ?

– ] さけょうすっかはきう こけおぇ, – こけすせこうかしは すけす.
– ‶っさゃにえ けすゃっす ょけかあっく しけけすゃっすしすゃけゃぇすぬ 

こっさゃけきせ ゃけこさけしせ, ぇ すに けすゃっつぇってぬ しさぇいせ くぇ 
すさっすうえ. 〈ぇお くぇ おけえ たさっく?

– 〈ぇお くぇょけ, – すけかぬおけ ぉせさおくせか すけす, けすゃっさ-
くせゃてうしぬ.

╆かうすしは, ゅぇょひくにて. ぁすけ くうつっゅけ, ねすけ こけかっい-
くけ. ╉たき. 》けさけてけ, しけゅかぇしっく し ゃぇきう: くっ ょかは 
ゃしった, ぉにゃぇのす かのょう, せ おけすけさにた くぇ こけかぬいせ 
ぇかかっさゅうは, けょくぇおけ ょかは ゃしった こさけつうた こけかぬ-
いぇ くうつっゅけ こかけたけゅけ, おさけきっ こけしかっょしすゃうえ, くっ 
こさうくけしうす. ╁しひ, ょうしおせししうは いぇゃっさてっくぇ. ╆ぇすせ-
てうゃ けおせさけお けぉ あっかっいくにえ こけか, は おうくせか っゅけ お 
«かうつうくおっ», おけすけさせの こしはおせき せきせょさうかしは-すぇおう 
いぇ くけつぬ ゃにょぇゃうすぬ うい しっぉは:

– 〉ぉうさぇえ すけゅょぇ.
– ぅ?! – ゃしこけかにたくせかう くっょけせきっくうっき ゅかぇいぇ.
– ╊のぉうてぬ おぇすぇすぬしは, かのぉう う いぇ しけぉけえ こさう-

ぉうさぇすぬしは. ′っ しかにてぇか すぇおせの こけゅけゃけさおせ? 
– 〈ぇお ねすけ あっ くっ きけひ! – こけこさけぉけゃぇか ゃけい-

きせすうすぬしは すけす.
– ┿ ねすけ, おぇお すに ゅけゃけさうてぬ, «すぇお くぇょけ».
]けちうけかけゅ, くぇえょは きうくせす つっさっい こはすぬ かけこぇすせ, 

しけ しおけさぉくにき ゃうょけき こさけくひし ょっさぬきけ お ゃにたけょせ. 
′っす, けく すけつくけ ぉけかぬくけえ. ‶け っゅけ ゃけいゃさぇとっくうう 
は, ぉせょせつう せあっ くっ ゃ しうかぇた ゃにょっさあうゃぇすぬ ぉけかぬ-
てっ ぉっいせきくにえ ゃいゅかはょ ╃けぉさけゅけ, ょけしすぇか しゃけえ 
いぇゃひさくせすにえ ゃ ゅぇいっすおせ しせこけゃけえ くぇぉけさ:

– ]すせょっくす, ねすけ うい-いぇ すっぉは けく すぇお ょけかゅけ 
すっさこっか. ╃けぉさにえ, うょう おけ きくっ, しすさぇょぇかっち. ╉ぇお 
は ゃつっさぇ う けぉっとぇか, くぇ ゃけす すっぉっ, こさうくひし.

╋けひ こけょくけてっくうっ いぇおけくつうかけしぬ くっ こさけしすけ 
ぉにしすさけ, ぇ きけきっくすぇかぬくけ. ]すけうす, きけさょけゃけさけす, 
くぇこさけすうゃ きっくは, けぉさせぉおけき しゃけっゅけ たゃけしすぇ きぇ-
てっす. ╇ いぇつっき きぇてっす?  〈ぇき あっ ゃしっゅけ つっすにさっ 
そぇかぇくゅう けしすぇかけしぬ, ゃしひ さぇゃくけ あっ くうおけきせ くっ 
ゃうょくけ. ′ぇゃっさくけっ, しおけさけ こけさけょせ しけゃしっき せあ 
ぉっしたゃけしすにた しけぉぇお ゃにゃっょせす, つすけぉに うた たけいはっゃ 
しけゃっしすぬ ういかうてくっ くっ きせつうかぇ. ╇ すけ こさぇゃょぇ: 
こさうたけょうてぬ すに, お こさうきっさせ, し さぇぉけすに ょけきけえ, 

ぇ すぇき くぇさはょせ し すゃけっえ あっくけえ しけぉぇつおぇ すっぉは 
ぉっいさぇいかうつくけ ゃしすさっつぇっす, う くうおぇおけゅけ ょうししけ-
くぇくしぇ: つすけ すけえ くぇ すっぉは くぇこかっゃぇすぬ, つすけ ねすけえ. 
╃ぇあっ ょせきぇすぬ くっ くぇょけ, おけゅけ こっさゃけえ こさうかぇ-
しおぇすぬ, ぇ すけ ゃょさせゅ, けすけいゃぇゃてうしぬ くぇ うしおさっく-
くのの さぇょけしすぬ, しけぉぇつぇすうくおせ しこっさゃぇ こけちっ-
かせってぬ, う こけすけき ちっかにえ ゃっつっさ ゃにしかせてうゃぇえ: 
«〈ゃけは こしうくぇ ょかは すっぉは ょけさけあっ, つっき は!». ╇, 
しおけかぬおけ くう けこさぇゃょにゃぇえしは, しぇき-すけ しっぉっ ゃしひ 
さぇゃくけ くっ ょけおぇあってぬ, つすけ, おぇお しけぉぇおぇ ぉっし-
たゃけしすぇは, つすけ あっくぇ ねすぇ ぉっいきけいゅかぇは,  すっぉっ けぉっ 
はおけぉに さぇょに. ‶さぇゃ ぉにか ╂けしこけょぬ, おけゅょぇ あっく-
とうくせ たゃけしすぇ かうてうか.

– ╁けす すぇおけえ せ くぇし ぇここっすうす, ぇ, ╃けぉさにえ? – 
こけあせかぬおぇか は すけゅけ いぇ せたけき, – ]かせてぇえ, ]ぇてぇ, 
ぇ すに しきけあってぬ すぇおけゅけ お こさぇけすちぇき けすこさぇゃうすぬ? 
〈に あっ お はきおっ おぇおぇすぬ たけょうか?

╋けかつうす, いかうすしは. ╁けす う たけさけてけ: きけあっす, 
こけぉにしすさっっ けす くぇし しきけっすしは. 》けすは: しかうておけき 
せあ けく せこさはきにえ, ぇ せこさはきしすゃけ こけさけえ しさけょ-
くう つっしすくけしすう, つすけ ゃ くぇてっき いぇゃっょっくうう ぇぉ-
しけかのすくけ くっあっかぇすっかぬくけ. ′っ ょぇえ ╀けゅ, っとひ 
う つっかけゃっおけき けおぇあっすしは. ╋けあっす, う くぇ しぇきけき 
ょっかっ っゅけ こけ ゃすけさけきせ くけきっさせ こさけおぇすうすぬ? 
╂かはょうてぬ, おけゅょぇ いぇ かぇこおう こけょけしすにゃてうっ ぉっい 
こっさつぇすけお ゃけいぬきひすしは, ょぇ ゃ ねすう けすせきぇくっくくにっ 
ゅかぇいおう ゃいゅかはくっす, ゃしひ あっかぇくうっ う こさけこぇょひす?

– 』すけ きけかつうてぬ, おぇお きせたけきけさ しさっょう こけ-
ゅぇくけお?  ╇かう きくっ いぇ させあぬひき したけょうすぬ? 〈ぇお 
しきけゅってぬ, くっす, しゃけっゅけ くけつくけゅけ しけしっょぇ ゃけいかっ 
はきおう いぇゃぇかうすぬ?

– 〈に – いゃっさぬ, ╇ゃぇくにつ, – くっけあうょぇくくけ さぇしすけ-
こにさうか すけす こぇかぬちに, おぇお ぉせょすけ いぇょせてうすぬ きっくは 
しけぉうさぇっすしは, –  ′っかぬいは すぇお, しせ… ]せこけしすぇす!

╃けぉさにえ, こさうとせさうゃてうしぬ, いぇさにつぇか くぇ きけっ-
ゅけ けぉうょつうおぇ. ]ゃけかけつぬ, う おぇお あっ は っゅけ すっ-
こっさぬ せぉうゃぇすぬ ぉせょせ? ′っせあすけ ╀っさっくょっは こさけ-
しうすぬ? 》けすぬ は う ょさはくぬ, おけくっつくけ, くけ すけきせ, おすけ 
いぇ すっぉは いぇしすせこぇっすしは, うしこけかくうすぬ こさうゅけゃけさ お 
«ゃにておっ» させおぇ すけつくけ くっ こけょくうきっすしは. ┿ ゃっょぬ 
あういくっておう けしすぇかけしぬ-すけ っきせ ゃしっゅけ くうつっゅけ, 
こさうきっさくけ し こぇさせ ぉかけおけゃ しうゅぇさっす. ┿ きけあっす, 
ょぇあっ う きっくぬてっ, ねすけ せあ おぇお くぇしすさけっくうっ せ 
‶ぇかくに ぉせょっす. ‶けきくの, きに ゅょっ-すけ し ゅけょ くぇいぇょ 
ぇあ ょっしはすけお いぇ けょうく ゃっつっさ こけょ けすおけし しおう-
くせかう. [ぇいゃっ つすけ こさぇゅきぇすうつくにえ ′うおぇ せしこっか 
くぇ しゃけひき くぇしすけはすぬ: うい けゃつぇさおう すけゅょぇ すぇおけえ 
てぇてかにお こけかせつうかしは, つすけ ょぇあっ は しかのくせ ゅかけ-
すぇか. ╁おせしくにえ, くぇゃっさくけっ, ぉにか しけぉぇおせく.

– ]けこかう くっ あせえ, しけちうけかけゅ. ╁けこさけし こっさ-
ゃにえ: おぇお くぇしつひす しけしっょぇ? – う, しこさけしうゃ, は しぇき 
くぇしすけさけあうかしは: ╀けあっ せこぇしう, しけゅかぇしうすしは.

– ′っ きけゅせ は っゅけ: けく あっ きっくは くっ すさけくせか, – 
こけたけあっ, こけゃっさうか ゃ しっさぬひいくけしすぬ きけっゅけ こさっょ-
かけあっくうは すけす.

– 》けさけてうっ ょっかぇ, – しかっゅおぇ けすかっゅかけ せ きっくは 
けす しっさょちぇ, –  ╉させゅけゃぇは こけさせおぇ, いくぇつうす. 
〈ぇお, ぇ っしかう は しぇき, ゃけす ねすうきう ゃけす させおぇきう, 
っゅけ てきぇかぬくせ, ょぇ こけすけき すっぉは すさせこ ゃにぉさぇしに-
ゃぇすぬ いぇしすぇゃかの? ╉せょぇ ゃにおうょにゃぇすぬ, すに せあっ 
いくぇってぬ: こさけゅせかはかしは. ′っす, こさうおうくぬ, くぇ しぇ-
きけき ょっかっ, つすけ けす ねすけゅけ こしぇ すけかおせ? ╅さひす, ょぇ 
ゅぇょうす, ゃけす う ゃっしぬ こさけお. 【ひか ぉに すに, こぇさは, 
しゃけっえ ょけさけゅけえ: くっ ょかは すっぉは ねすぇ さぇぉけすぇ. 
′ぇ きっくは こけしきけすさう: けくけ すっぉっ ねすけ くぇょけ? 』ひ 
とせさうてぬしは? 》けさけて ゅかぇいおう すせす きくっ しすさけうすぬ, 
こさぇゃょせ ゅけゃけさう.

]けきくっくうっ, ゃうょぇすぬ, せ こぇちぇくぇ. 〈け, つすけ けく 
きっくは せあっ くっくぇゃうょうす, くぇかうちけ, けょくぇおけ ねすけ-
ゅけ はゃくけ くっょけしすぇすけつくけ, ょぇぉに っきせ けすさうくせすぬ 
ょぇあっ しぇきけっ きにしかぬ け すけき, つすけぉに ぉさけしうすぬ 
しゃけの はゃくけ こさけすうゃけっしすっしすゃっくくせの うょっの. ′っ 
くさぇゃうすしは きくっ っゅけ ゃいゅかはょ, しかうておけき せあ きせす-
くにえ けく. ╇ しゅけさぉうかしは しすせょっくす くっ すぇお, おぇお 
ゅけさぉはすしは ゃしっ けしすぇかぬくにっ かのょう: せ くぇし たさっぉっす 
さぇしすひす くうあっ, う しけ しこうくに, ぇ せ ねすけゅけ けく こさひす 
こさはきけ うい ゅさせょうくに, ょぇ つせすぬ かう くっ ゃ こけょぉけさけ-
ょけお しゃけうき けしすさにき, おぇお あぇかけ, けしすさうひき, せこう-
さぇっすしは. ‶けあぇかせえ, くっ すせ は こけかうすうおせ こぇさすうう 
ゃにぉさぇか ゃ けぉとっくうう し くうき, こけゅけさはつうかしは しかっゅ-
おぇ. ╇かう, きけあっす, こぇさすうは ぉにかぇ くっ すぇ?

– ′ぇょけ, – ゃにょけたくせか くぇおけくっち こさぇゃょせ 
しすさけこすうゃっち, – 〉 きっくは おさぇしくにえ ょうこかけき ょけか-
あっく ぉにすぬ, ぇ くぇせつくにえ させおけゃけょうすっかぬ きくっ しおぇ-
いぇか, つすけ っしかう は ねすせ こさぇおすうおせ くっ こさけえょせ, すけ 
ゃ ぇしこうさぇくすせさせ お しっぉっ くっ ゃけいぬきひす. ‶さうおぇいぇか, 
つすけぉに は いょっしぬ きっしはち けすさぇぉけすぇか. 

′っす, すけつくけ しけちうけかけゅ. ′ぇ しけぉしすゃっくくせの 
あういくぬ っきせ くぇこかっゃぇすぬ, ょぇえ すけかぬおけ つせあうっ こけ-
ういせつぇすぬ. ┿ すけ, つすけ つせあうっ あういくう – ねすけ こけか-
くにえ おぇこせす, し ねすうき-すけ おぇお ぉにすぬ? ‶せしすぬ ょぇあっ 
ゅけょに こけょけこにすくにた う こさけてかう ゃくっ, しくぇさせあう, 
ぉっい ゃくうきぇくうは ょけすけてくけゅけ っしすっしすゃけうしこにすぇすっ-
かは, くけ ゃっょぬ そぇおす けおけくつぇすっかぬくけゅけ, ぉっしこけゃけ-

さけすくけゅけ おけくちぇ, すけゅけ, いぇ おけすけさにき せあっ ゃけゃしっ, 
くぇこさけつぬ, くぇういくぇくおせ, くうつっゅけ くっす, くぇかうちけ, 
ょけしすけゃっさっく? ╇ つすけ すっこっさぬ, いぇ ねすう あぇかおうっ 
おけさけつおう おぇくょうょぇすぇ くぇせお けく, こけかせつぇっすしは, ゅけ-
すけゃ しけぉしすゃっくくけえ ょせてけえ こけあっさすゃけゃぇすぬ?  ]け-
こぬひすしは ゃっょぬ, うかう し せきぇ しけえょひす.

– ╆くぇってぬ, ねすけす すゃけえ させおけゃけょうすっかぬ, きぇすぬ 
っゅけ, うかう しぇょうしす, うかう こさけしすけ きさぇいぬ おけくつっ-
くぇは. ¨つっくぬ すっぉは こさけてせ: けすしすせこうしぬ すに けす 
ねすけえ うょっう, くっ こけ こかっつせ けくぇ すっぉっ, – ょっきけく-
しすさぇすうゃくけ けぉかういぇゃ きけしけか うい ゃつっさぇてくっゅけ, 
すぇお う くっすさけくせすけゅけ, こけょくけてっくうは けす ]ぇておう 
╃けぉさけきせ, おうくせか っゅけ こしせ, – ╁けいぬきう, ╃けぉさにえ, 
きけあくけ. 》けさけてけ ゃけいぬきう, きけかけょっち. ¨しすぇかぬ-
くけっ すけあっ ゃけいぬきう.

╃ぇ, しけゃっす ょかは くぇつうくぇのとうた しけぉぇつくうおけゃ: 
しけぉぇおぇき, おぇお う ゃけっくくにき, くっけぉたけょうきけ こけゃすけ-
さうすぬ おけきぇくょせ くっしおけかぬおけ さぇい, つすけぉに すっ こけゃっ-
さうかう ゃ っひ うしすうくくけしすぬ. ╃ぇすぬ こけょすゃっさあょっくうっ 
こさうおぇいぇ, すぇお しおぇいぇすぬ. ╆ぇすっき ねすけ ゃたけょうす ゃ 
こさうゃにつおせ, くけ くっおけすけさにっ せくうおせきに ゃけこさっおう 
ゃしっき いぇおけくぇき ゃしひ-すぇおう こさうくうきぇのす さってっくうっ 
しさぇいせ, こけつすう うくすせうすうゃくけ. ‶ひし けすかうつくけ きっくは 
こけくはか し こっさゃけゅけ さぇいぇ, う いぇ こぇさせ きうくせす こけょ-
つうしすせの したさせきおぇか けしすぇくおう こさうくけてっくうは.

– ╁けす う たけさけてけ, ╃けぉさにえ, – こけすさっこぇか は 
すけゅけ こけ いぇゅさうゃおせ, – ぅ しっえつぇし すゃけうた ぉさぇすぬっゃ 
うしすさっぉかはすぬ こけょ おけさっくぬ こけっょせ, すに きっくは おぇお, 
ょけあょひてぬしは? ╇ っとひ: ゅぇょうすぬ ゃ おかっすおっ くっ しけ-
ゃっすせの, ゃっつっさおけき すっぉは こさけゅせかはの, かぇょに? – う 
いぇおさにか いぇ しけぉけえ う いぇ しすせょっくすけき ょゃっさぬ.

╁けす きぇさぇいきぇすうお けつおぇしすにえ! ╆ぇ きくけえ ゃっょぬ 
うょひす, おぇお たゃけしすうお, くうおぇお けす しゃけっえ ぉさっょけ-
ゃけえ うょっう くぇしつひす ぇしこうさぇくすせさに けすおぇいぇすぬしは 
くっ たけつっす. ╀っしちっさっきけくくけ けしすぇゃうゃ っゅけ ゃけいかっ 
ょゃっさっえ ‶ぇかくに, は こけつすう ぉっい しすせおぇ ゃけてひか ゃ 
おぇぉうくっす:

– ╊のしぬ ‶ぇかくぇ, ぇ くっかぬいは おぇお-くうぉせょぬ ぉっい 
きっくは? – う こさうしっか くぇこさけすうゃ, – ′っ ゅけょっく けく, 
くせ – くっ ゅけょっく! ╀っかにえ ぉうかっす! ¨つおぇさうお, しけ-
ちうけかけゅ けく, ぇ くっ こぇかぇつ!

– ̈ え, う おぇお けく せ くぇし いぇゅけゃけさうか! – せたきにかぬ-
くせかぇしぬ すぇ, – ╆ぇぉにか せあっ, つすけ かう, おぇお しぇき ゃ 
こっさゃにえ さぇい っいょうか? ‶さうてひか くぇ こけかせしけゅくせ-
すにた, ぇ ゅかぇいおう こせ-せ-せしすっくぬおうっ, – こけおさせあう-
かぇ けくぇ こぇかぬちぇきう こっさっょ ゅかぇいぇきう, – ぅ ょぇあっ 
うしこせゅぇかぇしぬ いぇ すっぉは しこっさゃぇ, おぇお ぉに すに くっ 
しゃうたくせかしは. ┿く ゃっょぬ くっす: あうゃけえ, いょけさけゃにえ, 
う さぇぉけすぇってぬ, – う, いぇおせしうゃ ゅせぉせ, くぇおかけくうかぇ 
ゅけかけゃせ, – ′っ あぇかっえ すに ねすけゅけ しけこかはおぇ, けく 
きくっ しぇき くっ くさぇゃうすしは, くぇゃはいぇかう きくっ っゅけ. ′っ 
きけゅかぇ は けすおぇいぇすぬしは, ゃけす う すに くっ きけゅう. 〉ぉっ-
あうす – う しおぇすっさすぬの っきせ ょけさけゅぇ, くぇてっえ ゃうくに 
ゃ ねすけき くっす, すぇお つすけ こけしすぇさぇえしは しっゅけょくは ぉっい 
あぇかけしすう, こけしすさぇてくっっ. ╇ くっ しきけすさう くぇ きっくは 
すぇお! ╃せきぇってぬ, は つすけ, ねすうた あうゃけすうく すけあっ くっ 
あぇかっの?! – う いぇおせさうかぇ. ╁うょうきけ, こっさっあうゃぇ-
っす ょうさっおすさうしぇ: さっょおけ し くっえ すぇおけっ しかせつぇ-
っすしは, つすけぉに おせさうすぬ, – ‶ぇて, きけあっす, すけゅょぇ 
こぇさすっえおせ?

]ぇきぇ くっ こけくはかぇ, つすけ こさっょかけあうかぇ: はしくけ 
あっ つすけ きくっ, つすけ っえ うゅさぇすぬ くっおけゅょぇ う くっ-
いぇつっき, こけすけきせ おぇお うゅさぇ ぉっい あっかぇくうは – つすけ 
っいょぇ こけ こさぇゃうかぇき, しおせつくけ ねすけ. 』すけ, さぇいゃっ 
くっ すぇお? ┿ ゃに こけゅけくはえすっ ゃけ ゃしの ょせさぬ しゃけっゅけ 
ょゃうあおぇ こけ すさぇししっ, いくぇは くぇ ゃしっ しすけ こさけちっく-
すけゃ, つすけ くぇ くっえ くっす ゅぇうてくうおけゃ! ╇ ょぇゃうすっ くぇ 
ゅぇてっすおせ ゃこかけすぬ ょけ しぇきけえ ょけ 〉そに. ╇かう ょけ 
╋けしおゃに, さぇいくうちぇ-すけ くっぉけかぬてぇは. 』すけ, っとひ 
くっ しおせつくけ? 〈けゅょぇ ゃにこっえすっ こっさっょ こけっいょおけえ 
ょかは たさぇぉさけしすう. 

– ╃ぇ くっけたけすぇ こけおぇ, きけあっす, ゃっつっさおけき. ╃ぇ-
ゃぇえすっ ぇょさっしぇ, ょぇ は こけったぇか.

〈ぇお, しきけすさうき: ょゃせたしけすにっ し ╆ぇゃけおいぇかぬ-
くけえ (う けすおせょぇ けくう すぇき ぉっさせすしは ぉっしおけくっつくけ 
– せきぇ くっ こさうかけあせ: くぇ こけっいょぇた こさうっいあぇのす, 
つすけ かう?), ょさせゅけえ ゃぇさうぇくす – くぇ ╅╀╇. ] つっゅけ 
ぉに くぇつぇすぬ? ┿, こけっょせ しさぇいせ ゃ ねすう すさせとけぉに 
ぉぇさぇつくにっ: ゃすけさぇは-すけ たけょおぇ ゃしひ さぇゃくけ いょっしぬ 
いぇおぇくつうゃぇっすしは. ╅ぇかぬ, おけくっつくけ, つすけ こけょいぇ-
さぇぉけすぇすぬ くっ せょぇしすしは, くけ こさけすうゃ ゃけかう くぇ-
つぇかぬしすゃぇ くっ こけこさひてぬ. 

– ╉けかは, しすせょっくす! – こけいゃぇか は しゃけうた かけぉけ-
すさはしけゃ うい おせさうかおう, – ‶けったぇかう. 

╇ つすけ は ねすけゅけ しけこかはおぇ すぇお あぇかっの? ¨く あっ 
しぇき しっぉっ こさけそっししうの ゃにぉさぇか, くうおすけ っゅけ くっ 
いぇしすぇゃかはか. ┿ っしかう せあ すぇお しうかぬくけ し あうゃけす-
くにきう さぇぉけすぇすぬ くさぇゃうすしは – いぇくうきぇかしは ぉに 
おけさけゃおぇきう, ょぇ ゃにきは せ くうた とせこぇか. ¨こかけょけす-
ゃけさはか ぉに うた うい てこさうちぇ ゃしの あういくぬ, しっかっお-
ちうの すぇき ゃしはおせの こさけゃけょうか. ╂かはょうてぬ,  くけゃせの 
こけさけょせ ぉに ゃにゃっか,  くぇ おけえ っきせ しょぇかうしぬ ねすう 
しけぉぇおう? ‶ぇゃかけゃ けく, つすけ かう? ╉せいぬきぇ ╉せいぬきうつ 
っゅけ うきは, う ょっょ せ くっゅけ すけあっ ぉにか ╉せいぬきぇ!
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╁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, 8-952-72-
97-300.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ おけきこぇくうの «╂¨[¨╃» すさっ-
ぉせのすしは ╃╇]‶╄〈』╄[, ╁¨╃╇-
〈╄╊を. 8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けゃぇさ, てお. わ 2, 8-906-80-18-072.
[╄╉╊┿╋┿

• ′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.

[╄╉╊┿╋┿

• 【うくけきけくすぇあくうお, 8-922-11-
11-667.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さっぉせのすしは: きけえとうちぇ 
こけしせょに, しぇく. おくうあおぇ, ぉっい ゃ/こ, 
し 7:00 ょけ 16:00, い/こ - 9000 さ., 
ぉっしこかぇすくけっ こうすぇくうっ, ぉせたゅぇかすっさ 
くぇ せつぇしすけお しゃっさけお, ねおけく. 
けぉさぇいけゃぇくうっ, い/こ  けす 12600 さ., 
ゃけょうすっかぬ ねかっおすさけこけゅさせいつうおぇ, 
せょけしすけゃっさっくうっ, ぉっい ゃ/こ, い/こ 
けす 12600 さ., くぇぉけさとうお  くぇ  
ぇこすっつくにえ しおかぇょ, き/あ, 20-40 かっす, 
ぉっい ゃ/こ, くけつくにっ しきっくに, こはすうょくっゃおぇ 
し 20:00, けこかぇすぇ しょっかぬくぇは けす 16000 
さ., そぇさきぇちっゃす ぇこすっつくけゅけ 
しおかぇょぇ, そぇさき. けぉさぇいけゃぇくうっ, 
くっょっかは ゃ ょっくぬ, くっょっかは ゃ くけつぬ, い/こ 
けす 12600 さ. 
╃けしすぇゃおぇ, さぇえけく 〉╆‶], せか. 
╉けかぬちっゃぇは, 13, 215-89-16.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ くぇ ぇ/き «〉┿╆», ょかは 
さぇぉけす くぇ かっしけいぇゅけすけゃおっ. 8-904-
98-96-781 (╃きうすさうえ). 8-904-38-
53-030 (╂っくくぇょうえ). 
╆ゃけくうすぬ ゃ さぇぉ. ょくう し 9 ょけ 17 つ.

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお (あっく.) ゃ ゅさせいけ-
ゃけえ ぇゃすけしっさゃうし, 40-50 かっす, けこにす. 
(343) 344-32-08, 8-908-90-44-732.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉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.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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. 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. 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.
[╄╉╊┿╋┿

• ]すけかはさに-しすぇくけつくうおう くぇ ういゅけす.
おけさこ. う きはゅお. きっぉっかう, 8-912-24-77-
646.

[╄╉╊┿╋┿

• そ-か «╀っさっいけゃしおうえ» ╂〉‶ ]¨ ╊》 ‶¨ 
こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ ゃけょうすっかは くぇ 
ぇ/き «〉┿╆», い/こ けす 10 す.さ., ぉっい いぇょっさ-
あっお. ¨ぉさぇとぇすぬしは こけ ぇょさっしせ: ╉ゃぇさすぇか 
124, 4ぇ (かっしたけい). 8-922-15-98-203.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ し きっぉっかぬの, させししおけえ 
こぇさっ, 8-909-00-71-141, 4-27-95.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ ゃ 2-おけきく. おゃ., ′╀‶, 
くぇ ょかうす. しさけお, 8-922-20-94-627.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., ′╀‶, 8-922-20-94-627.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしに ゃ ぇさっくょせ. 8-922-10-
49-103.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 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. 8-908-90-58-159.

[╄╉╊┿╋┿

• 4-おけきく. おゃ., ぉかぇゅ. + ゅぇさぇあ 
+ きぇてうくぇ (こ. ]ぇさぇこせかおぇ) くぇ 
3-おけきく. おゃ. ゃ ゅ. ╀っさっいけゃしおけき. 
[ぇししきけすさの ゃぇさうぇくすに. 8-922-61-
94-117.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ぇこ. ゅぇさぇあ, こけし. ╉うさけゃしおうえ, 
8-922-61-94-117.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 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, 
8-922-60-08-040. ╇かう こけきっくはの 
くぇ 1-おけきく. おゃ. し ょけこかぇすけえ. 

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ. 5/5, 62/45/8, ち. 
2300 す.さ., うかう けぉきっく くぇ 1-おけきく. 
おゃ., 8-908-63-56-009.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 
15/4, 8/9, 58/38/7, ち. 2270 す.さ., 
202-08-24 (′ぇょっあょぇ).

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 
15/2, 4/9, 63/41/8, ち. 2340 す.さ., 
202-08-24 (′ぇょっあょぇ).

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, 8-961-77-17-368.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. ]けしくけゃにえ ぉけさ. 8-950-63-28-621. 
[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• 』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. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ゅけかぬ. ╃けしすぇゃおぇ. ╁っしに. 
╃けおせきっくすに. 261-46-56.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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). 
8-950-64-42-925.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいつうおう, さぇいくけさぇぉけつうっ, 
8-950-64-48-373.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しすさぇくうき かのぉにっ いぇしけさに おぇ-
くぇかういぇちうう, し 10 ょけ 23 つぇしけゃ, ぉっい 
ゃにたけょくにた. 8-909-01-87-254.

[╄╉╊┿╋┿

• ╄ゃさけさっきけくす – かのぉにっ ゃうょに さぇ-
ぉけす. ╉ぇつっしすゃっくくけ, おさぇしうゃけ, くっょけ-
さけゅけ. ╋ぇしすっさ し ぉけかぬてうき けこにすけき. 
╁ かのぉけっ ゃさっきは. 8-902-44-14-019.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨おかっえおぇ けぉけっゃ, こけおさぇしおぇ, 
きけくすぇあ こけすけかおぇ うい こっくけこかぇ-
しすぇ. ╉ぇつっしすゃっくくけ, くっょけさけゅけ. ‶っく-
しうけくっさぇき しおうょおぇ. 8-902-44-34-
200.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨こにすくにえ きぇしすっさ-けすょ. ゃに-
こけかくうす さっきけくす ゃぇてっえ おゃぇさすうさに 
いぇ せきっさっく. ちっくせ, 8-912-60-38-549.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ, けそうしけゃ. 
╂ぇさぇくすうは, ゅうぉおうっ ちっくに. 8-922-29-
79-307.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿おすうゃ-]. ╁にゃっしおう, すぇぉかうつおう, 
くぇおかっえおう. 8-922-29-63-741.

[╄╉╊┿╋┿

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

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

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀, ┲┳┬┯
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

[╄
╉╊

┿╋
┿

′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう

ÏÐÎÄÀÌ
• ‶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. 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. 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.  (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.
8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに, ょってっゃけ, 
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 こけかちっくに. 8-912-64-18-
650.

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.
[╄╉╊┿╋┿

• 》ひくょぇえ ‶けさすっさ, おせいけゃ 3 き.
8-919-37-10-700.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-61-95-777.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

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

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

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいけゃうお ぉけさすけゃけえ し おさぇくけき-
きぇくうこせかはすけさけき. 8-912-64-18-
650, 4-84-13.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.
[╄╉╊┿╋┿

• ╇いけすっさき, 3 す, 8-904-98-24-832. 
[╄╉╊┿╋┿

╂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 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. 8-902-26-24-622.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく. 
8-922-18-28-534, 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. 
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

]こっちすったくうおぇ

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃[¨╁┿, ょってっゃけ, 800 させぉ. 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. 8-904-98-37-546.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. ╁¨╆╇╋ 』╄]〈′〉ぃ 
╉〉╀┿〈〉[〉. 8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿. 8-952-73-23-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ しせたうっ, おけかけすにっ, 
ち. 1000 させぉ. いぇ き3. 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. 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. 8-922-21-28-256.
[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 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. 

[╄╉╊┿╋┿

• ‶っくけぉかけおう, 8-912-23-87-807.
[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉに, くっょけさけゅけ (2,5た2,5 けす 
15 す.さ.), 8-912-61-41-859, 8-912-
61-41-800.

[╄╉╊┿╋┿

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

• ]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. 8-953-05-45-
153.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ぁかっおすさけょに ¨╉-46, SE-46, 『╊-
11, ′╅-13, ¨╆╊-8. ‶さけゃけかけおせ. 
8-922-21-12-377.

[╄╉╊┿╋┿

• 【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. 8-922-14-03-888.

[╄╉╊┿╋┿

[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. 
8-922-20-38-896.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ, 5 す, しすさっかぇ 3 す.  
8-904-38-14-144, 8-912-64-53-277.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ». 
8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉しかせゅう ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[┿. 
8-922-12-94-898.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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.

〈さぇくしこけさす
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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈さぇおすけさ 〈-40╋, 110 す.さ., 
8-922-10-49-103.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿/き «╂┿╆-31105 ╁けかゅぇ» 
2004 ゅ.ゃ., ╂〉[, ょゃうゅぇすっかぬ – 406, 
ぁ]‶, しけしす. たけさ., 〈¨ 2012, 2 おけき-
こかっおすぇ さっいうくに, 〈¨[╂. 8-908-63-
54-324.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ くぇ こうかけさぇきせ (させししおうっ), 
い/こ しょっかぬくぇは, 8-950-63-05-474.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ ╀っさっいけゃしおうえ 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 すさっぉせっすしは きっょしっ-
しすさぇ, 8-922-20-94-627.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋-くせ すさっぉせっすしは けたさぇくくうお 
(きせあ.), ぉっい ゃ/こ. (343) 213-13-09.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すけかはさ. 8-912-28-86-585.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお ちっくすさぇかぬくけゅけ 
しおかぇょぇ (あっく.), 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

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

╁′╇╋┿′╇╄!
30 くけはぉさは 2010 ゅ., し 10-00 ょけ 13-00

ゃ そうかうぇかっ [╂‶‶〉 しけしすけうすしは 
はさきぇさおぇ ゃぇおぇくしうえ ょかは きけかけょっあう 

«╃っくぬ おぇさぬっさに».

╋｠ ╅╃╄╋ ╁┿]!
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 46

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

╆ぇ╆〉╋ ]【『〉》╄ ′ 』.╈.

8-906-80-17-706
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┿

2 ょっおぇぉさは, し 15-00 ょけ 16-00 つ., ╃╉ «]けゃさっきっくくうお»
(せか. ┿お. ╉けさけかっゃぇ, 1╀)

¡ÜÖïÜ¿áöíîó　 ïäñîóí¿óïöí, ó½ñ0öï　 äëÜöóçÜäÜ¡í£íÖó　

』]】｠《╇ぉ╊
íääíëíö▲ Üö 3900 ÑÜ 6000 ë. ばïó¿óöñ¿á £çÜ¡í 1500 ë. 

ぴóâëÜç▲ñ Üö 7500 ÑÜ 10500 ë. (がíÖó　, ゎñë½íÖó　)
╇ふかくお せあ おそす (いかつたしあてせそ). ′あたねあつてけ

で¡óÑ¡ó, öÜçíë ïñëöóâóîóëÜçíÖ. 

8-912-74-30-665
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╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿, 

╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿. 
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КH<:GU? BA>?EBY

8-922-12-48-848

‶さぇゃかっくうっ ]′〈 «╉] わ101» 

ういゃっとぇっす け こさけゃっょっくうう
けぉとっゅけ しけぉさぇくうは つかっくけゃ しぇょけゃけゅけ すけゃぇさうとっしすゃぇ

4 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ, ゃ 11:30

こけ ぇょさっしせ: ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, せか. [ぇっゃしおけゅけ, 13 

(けおけかけ ╉うさけゃしおけゅけ ╂╇╀╃╃)
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┽┩┥┩┱╀, ┲┶┵┩┦, 
┳┩┵┲┮, ┵┮┤┯┤,

┰┴┤┰┲┴┱┤╃ ┮┴┲┼┮┤, 
┶┲┴┸, ┱┤┦┲┫, 

┻┩┴┱┲┫┩┰, ┲┳┬┯
┨┲┵┶┤┦┮┤, ┦┿┦┲┫ ┰┷┵┲┴┤

8-904-38-78-067

[
╄╉

╊
┿

╋
┿

╆╊』》]╅【〉《 
╁｠′╄]╄╋, ╁｠╁╄╆╄╋ 

- ïöíë▲ú êÜ¿ÜÑó¿áÖó¡ 
- ä¿óöÜ 
- çíÖÖÜ 
- ßíöíëñó
- öëÜß▲
- Ñçñëó
- ïöóëí¿áÖÜ0 ½íüóÖÜ 
- ¿Ü½

[】》¨〈 

╁｠╁╄╆╄╋ 
- í¡¡Ü½Ü¿　öÜë▲ 
- ßí¿¿ÜÖ▲ 
- ½ñöí¿¿óôñï¡óú Çíëí¢ 

8-965-54-06-617
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]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿
8-912-04-56-504
8-952-72-83-868
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┿

づぎとずんぜん
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╋くっくうは ぇゃすけさけゃ こせぉかうおぇちうえ きけゅせす くっ しけゃこぇょぇすぬ し こけいうちうっえ さっょぇおちうう. ‶うしぬきぇ つうすぇすっかっえ さっょぇおちうは 
うしこけかぬいせっす こけ しゃけっきせ せしきけすさっくうの. ╆ぇ しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた けぉなはゃかっくうえ けすゃっすしすゃっくくけしすぬ くっしっす さっおかぇきけ-
ょぇすっかぬ. ‶さう こっさっこっつぇすおっ ししにかおぇ くぇ ╀[ けぉはいぇすっかぬくぇ.

¨すょっか さっおかぇきに  - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿.
《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.

╂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 15098 〈うさぇあ 4130. ̈ ぉなっき 4 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

╂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

‶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
8-961-76-34-434

かうちっくいうは わ3367 [╄╉╊┿╋┿

[╄
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┿╋
┿

приглашает вас

27 ноября в 12:00
на свой 

День рождения!
せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは , 22 づぎとずんぜん

ÀâòîËåí?
すぇおしう ょかは ゃぇし

8 (34369) 4-60-06
8-904-174-88-77
8-909-002-38-58 [

╄
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╊
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╋

┿

ÒÀÊÑÈ
“ËÀÄÀ”
8-904-161-555-6

╀にしすさけ. ╃ってっゃけ. 〉ょけぉくけ.
╃けしすぇゃおぇ はこけくしおけえ おせたくう

[╄╉╊┿╋┿

〈┿╉]╇ ПЛЮС
]┿╋｠╄ ′╇╆╉╇╄ 『╄′｠

8 (963) 85 17 17 8
╃けしすぇゃおぇ はこけくしおけえ おせたくう

[╄╉╊┿╋┿

╊╄』╄′╇╄:
• 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

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
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Ãîðîäñêîé êóëüòóðíî-äîñóãîâûé öåíòð

ïðèãëàøàåò:
25 ÖÜ　ßë　 ç 19-00, ¡¿Üß ä. ずÜïóÖ▲ú 
• とÜÖ¡ÜëïÖí　 äëÜÇëí½½í « ん ÖÜ-¡í, ½í½í»
25 ÖÜ　ßë　, がぴ ä. ぜÜÖñöÖ▲ú
• だö¡ë▲öóñ ç▲ïöíç¡ó Ññöï¡óê ëóïÜÖ¡Üç 
«でí½▲ú ¡ëíïóç▲ú ßÜ¡ñö Ñ¿　 ½í½▲»
25 ÖÜ　ßë　 ç 18-00, がぴ ä. ぜÜÖñöÖ▲ú 
• ぢëí£ÑÖóôÖ▲ú ¡ÜÖîñëö «ぢÜÇÜçÜëó ïÜ ½ÖÜú, ½í½í»
25 ÖÜ　ßë　 ç 17-00, がçÜëñî ½Ü¿ÜÑñ¢ó
• ゎÜëÜÑï¡Üú öÜë¢ñïöçñÖÖ▲ú çñôñë, äÜïç　àñÖÖ▲ú 
がÖ0 ½íöñëó. «ぜí½í – ïí½í　 ¿Üôüí　 äëÜâñïïó　!»
26 ÖÜ　ßë　 ç 18-00, ü¡Ü¿í ヽ11, ä. と¿0ôñçï¡
• づí£ç¿ñ¡íöñ¿áÖí　 äëÜÇëí½½í ¡Ü がÖ0 ½íöñëó
27 ÖÜ　ßë　 ç 16-00, がと «でÜçëñ½ñÖÖó¡» 
• ぷÜÜ-äëÜÇëí½½í «ぜí½▲ ëí£Ö▲ñ ÖÜ¢Ö▲»
29 ÖÜ　ßë　 ç 16-00, ßóß¿óÜöñ¡í, ä. でöíëÜä▲ü½óÖï¡
• ゐñïñÑí – ¡ÜÖîñëö
╇にそお せあ うつか すかちそたちけみてけみ つうそいそおせふこ!
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Ìû 

îòêðûëèñü!

｀ Êàðòèíû 

｀ Ñóâåíèðû

｀ Ïîñòåëüíîå áåëüå

ぞó£¡óñ îñÖ▲! 
づ▲ÖÜ¡, äíç. ヽ196

づぎとずんぜん

28 ó 29 ÖÜ　ßë　 ï 10-00 ÑÜ 19-00 
ç とがぴ «がëÜ¢ßí» Öí 2 ~ö. 

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¡

- でëÜ¡ ÜßÜôñÖó　 2,5 ½ñï　îí
- がÜïöÜäÖ▲ñ îñÖ▲ Üö 15 ÑÜ 20 ö.ë.
- ぢÜ~öíäÖí　 Üä¿íöí, ëíïïëÜô¡í ä¿íöñ¢í
- でçÜ　 ä¿ÜàíÑ¡í ÜôñßÖÜú ñ£Ñ▲
- だßÜôñÖóñ çÜ¢ÑñÖó0 ç ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 ゑんで çëñ½　
- ごÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ú äÜÑêÜÑ ¡ ¡í¢ÑÜ½Ü ÜßÜôíñ½Ü½Ü
- ゑÜ£½Ü¢Öí ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖí　 óÖÑóçóÑÜí¿áÖí　 äÜÑÇÜöÜç¡í

ぢÜ óÖöñëñïÜ0àó½ çÜäëÜïí½ Üßëíàíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖí½:
8-902-26-24-513,  8-950-19-45-481
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‶さけゃけょうき くぇぉけさ くぇ おせさしに こけょゅけすけゃおう 
ゃけょうすっかっえ おぇすっゅけさうう «╁» 

(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ)

!

Мы рады пригласить всех детей и их 

родителей на новогодние утренники!
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だßàññ çëñ½　 ½ñëÜäëó　öó　 1 ôíï 30 ½óÖ.
がíöí ó çëñ½　 ÖÜçÜÇÜÑÖóê 、¿Ü¡ ç がと «でÜçëñ½ñÖÖó¡»:
 28, 29, 31 äåêàáðÿ – 12-00
 3, 4, 5 ÿíâàðÿ – 12-00

どÜ¿á¡Ü ç がと «でÜçëñ½ñÖÖó¡» ÜöëñÖÖó¡ 
ç ¡íÖÜÖ ÖÜçÜÇÜÑÖñú ÖÜôó 31 Ññ¡íßë　 ç 12-00! 
ゎëÜääÜç▲ñ ó óÖÑóçóÑÜí¿áÖ▲ñ £í　ç¡ó äëóÖó½í0öï　 äÜ öñ¿.

3-20-03, 3-30-05, 8-922-29-68-092  

Êàê â ñòàðûå äîáðûå âðåìåíà – áîëüøîé, ÿðêèé,
 çàïîìèíàþùèéñÿ, ñêàçî÷íûé ïðàçäíèê.

ゑ äëÜÇëí½½ñ:
 Íîâîãîäíèé ìþçèêë «Äþéìîâî÷êà» (ïî ìîòèâàì çíàìåíèòîé ñêàçêè)

 Íîâîãîäíÿÿ ìàññîâêà: õîðîâîäû, ïåñíè è èãðû âîêðóã ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ ¨ËÊÈ

 Ïàðàä íîâîãîäíèõ êîñòþìîâ

‶うしぬきけ ╃っょせ ╋けさけいせ!
ぜí¿áôóü¡ó ó ÑñçôÜÖ¡ó! ん öí¡¢ñ óê ëÜÑóöñ¿ó! がñÑ ぜÜëÜ£ 

ó Çí£ñöí «ゐñëñ£Üçï¡óú ëíßÜôóú» Üïöëíóçí0ö Ñ¿　 çíï 
′¨╁¨╂¨╃′╇╈ ╉¨′╉〉[]! 』すけぉに こさうくはすぬ ゃ くっき せつぇしすうっ, 
ÖñÜßêÜÑó½Ü ï 25 ÖÜ　ßë　 äÜ 24 Ññ¡íßë　 2010 ÇÜÑí äëóÖñïöó 
¡ Öí½ ç ëñÑí¡îó0 äóïá½í, ëóïÜÖ¡ó ó äÜÑñ¿¡ó, ÖíäóïíÖÖ▲ñ ó 
ïÑñ¿íÖÖ▲ñ ïçÜó½ó ëÜ¡í½ó. でí½▲ñ ½í¿ñÖá¡óñ ½ÜÇÜö äÜäëÜïóöá 
äÜ½Üàó Ü ëÜÑóöñ¿ñú. ゑ ¡ÜÖîñ Ññ¡íßë　 äÜöñ½ ÇÜ¿ÜïÜçíÖó　 Öí 
ïíúöñ ó ç ëñÑí¡îóó Çí£ñö▲ ßÜÑÜö ÜäëñÑñ¿ñÖ▲ äÜßñÑóöñ¿ó ç 
ï¿ñÑÜ0àóê ÖÜ½óÖíîó　ê:

• £í ÜëóÇóÖí¿áÖÜïöá
• £í ¿Üôüññ ÜâÜë½¿ñÖóñ
• äëó£ £ëóöñ¿áï¡óê ïó½äíöóú

ぢÜßñÑóöñ¿ó äÜ¿Üôíö äÜÑíë¡ó! ん öí¡¢ñ çïñ ÜôíïöÖó¡ó ßñ£ 
óï¡¿0ôñÖó　 äÜ¿Üôíö äëóÇ¿íüñÖó　 Öí ÖÜçÜÇÜÑÖ00 ñ¿¡Ü ç 
ゎÜëÜÑï¡Üú ¡Ü¿áöÜëÖÜ-ÑÜïÜÇÜç▲ú îñÖöë!

ぞñ £íßÜÑáöñ äÜÑäóïíöá ïçÜó äóïá½í ó Ü¡í£íöá ÖÜ½ñë öñ¿ñâÜÖí.
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