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ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿, そけすけ ぇゃすけさぇ

– ‶╄[╁¨╄, つすけ は せしかにてぇかぇ, おけゅょぇ こさう-
てかぇ ゃ ╃けき ゃっすっさぇくけゃ: «すゃけの ┿くくせ 

╋うたぇえかけゃくせ けぉけおさぇかう». ‶けょせきぇかぇ, おすけ-すけ 
ゃしおさにか っひ おゃぇさすうさせ, すぇおけっ いょっしぬ ぉにゃぇかけ. ′け 
おけゅょぇ せいくぇかぇ こけょさけぉくけしすう, ぉにかぇ てけおうさけゃぇくぇ: 
くっういゃっしすくにっ しゃけいうかう きけの こけょけこっつくせの ゃ ぉぇくお 
う しくはかう し っひ しぉっさっゅぇすっかぬくけえ おくうあおう ょっくぬゅう, – 
さぇししおぇいにゃぇっす しけちうぇかぬくにえ さぇぉけすくうお おけきこかっおし-
くけゅけ ちっくすさぇ けぉしかせあうゃぇくうは くぇしっかっくうは 〈ぇきぇさぇ 
〈さけそうきけゃくぇ 〈せすにくうくぇ.

¨くぇ しさぇいせ あっ ぉさけしうかぇしぬ くぇ ょっゃはすにえ ねすぇあ お ┿くくっ 
╋うたぇえかけゃくっ, たけすは こけ ゅさぇそうおせ こけしっとっくうえ くっ ょけかあ-
くぇ ぉにかぇ こさうたけょうすぬ ゃ すけす ょっくぬ. ╁ ゅけかけゃっ ぉにかぇ けょくぇ 
きにしかぬ: おぇお ぉに つっゅけ くっ しかせつうかけしぬ, ゃっょぬ こっくしうけくっさおぇ 
すけかぬおけ けこさぇゃうかぇしぬ けす ゃすけさけゅけ うくしせかぬすぇ. 〈ぇ けすおさにかぇ 
ょゃっさぬ くっ しこさぇてうゃぇは. ′ぇ せおけさ しけちさぇぉけすくうおぇ けすゃっすう-
かぇ: «ぅ いくぇかぇ, つすけ すに こさうょひてぬ». 〉 しぇきけえ しかっいうくおう くぇ 
とっおぇた う くっす くぇ かうちっ けぉにつくけえ せかにぉおう. 

╃っしはすけゅけ くけはぉさは ゃ ╃けき ゃっすっさぇくけゃ こさうてかう ょゃっ あっく-
とうくに う けすこさぇゃうかうしぬ こけ おゃぇさすうさぇき, こさっょかぇゅぇは こさう-
けぉさっしすう きっょうちうくしおうっ ぇここぇさぇすに. ╉ぇお ゅけゃけさうす ╄ゃゅっくうは 
╄そうきけゃくぇ ′うおけくっくおけ, おけすけさせの すけあっ こけしっすうかう ゃ すけす 
ょっくぬ (ぇ こけすけき けすこさぇゃうかうしぬ お ╅うかぬちけゃけえ), けすおぇいぇすぬしは 
けす しょっかおう ぉにかけ くっこさけしすけ: こけしっすうすっかぬくうちに, くぇたゃぇかう-
ゃぇは すけゃぇさ, くっ けすしすせこうかう, う ょぇあっ こけいゃけくうかう ょうさっおすけさせ, 
おぇお けくう しぇきう しおぇいぇかう, そうさきに, おけすけさせの こさっょしすぇゃかは-
のす, つすけぉに けく こけょょっさあぇか おけかかっゅ しゃけうき ぇゃすけさうすっすくにき 
しかけゃけき. ]ぇきけっ うくすっさっしくけっ, つすけ ょかは ねすけゅけ こさけょぇゃちに 
ゃけしこけかぬいけゃぇかうしぬ しけすけゃにき すっかっそけくけき こっくしうけくっさおう, 
こけしかっ つっゅけ けこっさぇすけさけき しゃはいう ぉにかけ しくはすけ し っひ しつひすぇ 
けおけかけ しけさけおぇ させぉかっえ. ′っしきけすさは くぇ ゃしひ ねすけ, ╄ゃゅっくうは 
╄そうきけゃくぇ くぇけすさっい けすおぇいぇかぇしぬ ょっかぇすぬ «こけかっいくけっ» 
こさうけぉさっすっくうっ, ぇ おけゅょぇ あっくとうくに せてかう, けくぇ しかっゅかぇ し 
こけゃにてっくくにき ょぇゃかっくうっき. 

〉ゅけゃけさうすぬ ┿くくせ ╋うたぇえかけゃくせ ╅うかぬちけゃせ けおぇいぇかけしぬ 
こさけとっ. ‶さぇゃょぇ, くぇかうつくにた せ くっひ くっ ぉにかけ. «╁しっ ょっくぬ-
ゅう くぇ おくうあおっ», – しおぇいぇかぇ けくぇ. ぁすけ くっ けしすぇくけゃうかけ 
こさけょぇゃちけゃ. «╋に きけあっき ょけゃっいすう ゃぇし ょけ ぉぇくおぇ», – 
こさっょかけあうかう けくう. 〈ぇき, こさう こけきけとう う こけょ おけくすさけかっき 
こさっょしすぇゃうすっかぬくうち そうさきに (┿くくぇ ╋うたぇえかけゃくぇ こかけたけ 
ゃうょうす う しかにてうす, けくぇ くっ きけゅかぇ ぉに しぇきぇ けぉとぇすぬしは 
し さぇぉけすくうおけき ぉぇくおぇ) けくぇ しくはかぇ しけ しゃけっゅけ しつひすぇ 14 
700 させぉかっえ – こけつすう ゃしの しせききせ, おけすけさぇは すぇき くぇたけょう-
かぇしぬ. ╉ぇお こけすけき けくぇ ゃしこけきうくぇかぇ, ゃ きぇてうくっ けょくぇ うい 
あっくとうく ゃにょっさくせかぇ おせこのさに, おけすけさにっ ぉにかう いぇあぇすに せ くっひ ゃ させおっ. ╁ さっいせかぬすぇすっ, けくぇ しすぇかぇ «しつぇしすかうゃけえ» 

けぉかぇょぇすっかぬくうちっえ… すさひた けょうくぇおけゃにた ぇここぇさぇすけゃ. 
‶さけょぇゃちに ゅけゃけさうかう, つすけ ねすけ おけきこかっおす.

╋に こけいゃけくうかう ゃ そうさきせ, おけすけさぇは こさけょぇかぇ こさうぉけ-
さに ┿くくっ ╋うたぇえかけゃくっ ╅うかぬちけゃけえ, – ╇‶ ╃せぉけゃつっく-
おけ. ╄ひ こさっょしすぇゃうすっかぬ, おけすけさにえ くぇいゃぇかしは ]っさゅっっき, 
しおぇいぇか, つすけ ゃ おせさしっ しうすせぇちうう, くっおさぇしうゃけ こけしすせこうゃ-
てうっ こさけょぇゃちに せあっ せゃけかっくに, ぇ ょっくぬゅう こっくしうけくっさおっ 
ゃっさくせす.  ‶さぇゃょぇ, くっ せすけつくうか, おけゅょぇ う おぇお. ╃け ねすけゅけ 
こさっょしすぇゃうすっかう, し おけすけさにきう ゃ すっつっくうっ きっしはちぇ しけいゃぇ-
くうゃぇかぇしぬ しけちうぇかぬくにえ さぇぉけすくうお 〈ぇきぇさぇ 〈せすにくうくぇ, 
おけさきうかう っひ «いぇゃすさぇおぇきう». 〈ぇきぇさぇ 〈さけそうきけゃくぇ しけ-
ぉうさぇっすしは くぇこうしぇすぬ いぇはゃかっくうっ ゃ きうかうちうの けす うきっくう 
┿.╋. ╅うかぬちけゃけえ.

╉¨╂╃┿ ╁╄[]〈┿╊]ぅ ′¨╋╄[
╁ きうくせゃてうえ つっすゃっさゅ, せいくぇゃ け こっさしこっおすうゃっ ゃけいぉせあょっくうは せゅけ-

かけゃくけゅけ ょっかぇ, さぇぉけすくうお くぇいゃぇくくけえ そうさきに しさけつくけ ゃにったぇか お 
┿.╋. ╅うかぬちけゃけえ う 〈.〈. 〈せすにくうくけえ, つすけぉに せかぇょうすぬ ょっかけ きうさ-
くにき こせすひき. ╁しすさっつぇ しけしすけはかぇしぬ ゃ こさうしせすしすゃうう こさっょしすぇゃうすっかっえ 
こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた けさゅぇくけゃ. ]けてかうしぬ くぇ すけき, つすけ くぇ しかっょせの-
とうえ ょっくぬ, すけ っしすぬ ゃ こはすくうちせ, こけすっさこっゃてせの こけしっすうす けょくぇ うい 
こさけょぇゃちけゃ う ゃっさくひす ょっくぬゅう いぇ けょうく ぇここぇさぇす. ]すけうきけしすぬ ょゃせた 
ょさせゅうた ょけかあくぇ ぉにすぬ ゃけいきっとっくぇ ゃ すっつっくうっ ょっしはすう ょくっえ. ╄しかう 
たけすぬ けょうく こせくおす ねすけゅけ せしすくけゅけ しけゅかぇてっくうは くっ ぉせょっす ゃにこけかくっく, 
〈ぇきぇさぇ 〈せすにくうくぇ ょぇしす たけょ いぇはゃかっくうの, けさうゅうくぇか おけすけさけゅけ くぇ-
たけょうすしは しっゅけょくは ゃ ぉっさひいけゃしおけき ╂〉╁╃.

‶けゅけょぇ ゃ くぇてっき けおさせゅっ
╁けしおさっしっくぬっ, 

5 ょっおぇぉさは 
¨ぉかぇつくけ, 

くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 
ょくひき -1-3, くけつぬの -10-12

╁っすっさ 
のゅけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 

ょぇゃかっくうっ 734 きき さす.しす.   

‶けくっょっかぬくうお, 
6 ょっおぇぉさは

¨ぉかぇつくけ, 
くっぉけかぬてけえ しくっゅ, 

ょくひき -3-5, 
くけつぬの -10-12

╁っすっさ のゅけ-ゃけしすけつくにえ, 2 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 734 きき さす.しす.

╁すけさくうお, 
7 ょっおぇぉさは 

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

ょくひき 0-2, くけつぬの -18-20
╁っすっさ 

しっゃっさけ-いぇこぇょくにえ, 4 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 738 きき さす.しす.
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– ╉ しけあぇかっくうの, こけょけぉくけっ うくけゅょぇ しかせつぇっすしは. ╁ ぇゃ-
ゅせしすっ ねすけゅけ ゅけょぇ くっおぇは ゅさせここぇ しっすっゃにた きけてっくくうおけゃ 
こにすぇかぇしぬ しぉにすぬ きっょうちうくしおうっ ぇここぇさぇすに ゃけ ょゃけさぇた, ゃ 
つぇしすくけしすう, くぇ せかうちっ 【うかけゃしおけえ. ╉けゅょぇ きに けぉ ねすけき 
せいくぇかう (こけいゃけくうか けょうく うい あうすっかっえ), しさぇいせ ゃにったぇ-
かう し こさっょしすぇゃうすっかはきう ╂¨╁╃ う ╂╇╀╃╃. 《けさきぇかぬくけ 
こさっょなはゃうすぬ こさけょぇゃちぇき ぉにかけ くっつっゅけ, くけ きに たけすは ぉに 
せしこっかう こさっょせこさっょうすぬ あうすっかっえ (おしすぇすう, ╀[ くっしおけかぬ-
おけ さぇい ゃ ねすけき ゅけょせ すけあっ こさういにゃぇか こっくしうけくっさけゃ お 
ぉょうすっかぬくけしすう). 

– ¨ぉゃうくはすぬ ょっあせさくけゅけ くぇ ゃぇたすっ ゃ すけき, つすけ けく こさけ-
こせしすうか ゃくせすさぬ こけしすけさけくくうた かのょっえ, くっおけささっおすくけ, すぇお 
おぇお ╃けき ゃっすっさぇくけゃ – くっ さっあうきくけっ せつさっあょっくうっ, すせょぇ 
きけあっす ゃけえすう かのぉけえ あっかぇのとうえ: お あうかぬちぇき こさうたけょはす 
さけょしすゃっくくうおう, こけすけお こけしっすうすっかっえ うょひす ゃ おけきこかっおし-
くにえ ちっくすさ けぉしかせあうゃぇくうは くぇしっかっくうは, – ゅけゃけさうす くぇ-
つぇかぬくうお せこさぇゃかっくうは しけちうぇかぬくけえ いぇとうすに くぇしっかっくうは 
′うおけかぇえ ┿かっおしっっゃ. – ¨ょくぇおけ ゃ しかっょせのとうえ さぇい, っしかう 
こけあうかにき かのょはき しくけゃぇ ぉせょせす くぇゃはいにゃぇすぬ おぇおうっ ぉに 
すけ くう ぉにかけ すけゃぇさに, しけゃっすせの しさぇいせ こけしすぇゃうすぬ ゃ うい-
ゃっしすくけしすぬ せこさぇゃかっくうっ しけちうぇかぬくけえ いぇとうすに.

┿くくぇ ╋うたぇえかけゃくぇ ╅╇╊を『¨╁┿
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]こっちうぇかうしすに ゅけさけすょっかぇ 

しすぇすうしすうおう こけしつうすぇかう いぇさ-
こかぇすせ ぉっさっいけゃつぇく いぇ ょっゃはすぬ 
きっしはちっゃ. ]さっょくはは いぇさぇぉけす-
くぇは こかぇすぇ ゅけさけあぇく ゃ しっくすは-
ぉさっ しけしすぇゃうかぇ 18712 させぉかっえ, 
ぇ し くぇつぇかぇ ゅけょぇ  – 18050. ‶さけ-
しさけつっくくけえ いぇょけかあっくくけしすう 
こけ っひ ゃにこかぇすっ こけ おさせこくにき 
う しさっょくうき こさっょこさうはすうはき くぇ 
おけくっち しっくすはぉさは くっ ぉにかけ. 

╇すぇお, おすけ う しおけかぬおけ せ くぇし こけ-
かせつぇっす? ′っ あぇかせのすしは くぇ あういくぬ 
ぉっさっいけゃつぇくっ, いぇくはすにっ くぇ ょけぉにつっ 
こけかっいくにた うしおけこぇっきにた: ゃ くぇつぇかっ 
けしっくう けくう こけかせつうかう «くぇ くけし» こけ 
30333 ちっかおけゃにた, こけおぇいぇすっかぬ いぇ 
ょっゃはすぬ きっしはちっゃ – 26 すにしはつ. ╄とひ 
ゃっしけきっっ ちうそさに せ すった, おすけ いぇくうきぇ-
っすしは すぇお くぇいにゃぇっきにき そうくぇくしけゃにき 
こけしさっょくうつっしすゃけき: 34747 う 30373 
させぉかは しけけすゃっすしすゃっくくけ. ╋っすぇかかせさ-
ゅう こけかけあうかう ゃ しゃけう おけてっかぬおう こけ 
24200 させぉかっえ ゃ しっくすはぉさっ, し くぇつぇ-
かぇ ゅけょぇ こけおぇいぇすっかぬ ょけしすうゅ 22896 
させぉかっえ. ′ぇ こさっょこさうはすうはた こけ こさけ-
ういゃけょしすゃせ ゅけすけゃにた きっすぇかかうつっ-
しおうた ういょっかうえ いぇさこかぇすぇ けおぇいぇかぇしぬ 
28064 う 27774 させぉかは しけけすゃっす-
しすゃっくくけ. ╁にてっ しさっょくっえ いぇさこかぇすに 
こけ ゅけさけょせ けこかぇすぇ すさせょぇ ゃ しっかぬ-
しおけき たけいはえしすゃっ, くぇ こさっょこさうはすうはた 
こけ  こさけういゃけょしすゃせ きぇてうく う けぉけさせ-
ょけゃぇくうは, けぉさぇぉけすおっ ゃすけさうつくけゅけ 
しにさぬは,  ぇ すぇおあっ ゃ しすさけうすっかぬしすゃっ.    

′っ ょけすはゅうゃぇっす くっきくけゅけ ょけ 
しさっょくっゅけ こけおぇいぇすっかは こけ ╀╂¨ 
かっしくけっ たけいはえしすゃけ, こさけういゃけょしすゃけ 
こうとっゃにた こさけょせおすけゃ. ]ぇきにっ あっ 
しおさけきくにっ ょっくぬゅう, しせょは こけ けすつひ-
すぇき, うきっのす けこすけゃうおう (つせすぬ ぉけかぬ-
てっ 10 すにしはつ させぉかっえ), こっょぇゅけゅう 
(11741 させぉかぬ いぇ しっくすはぉさぬ う 11121 
させぉかぬ し くぇつぇかぇ ゅけょぇ, こさうつひき, こけ-
しかっょくうえ こけおぇいぇすっかぬ しくういうかしは くぇ 
3,5 こさけちっくすぇ こけ しさぇゃくっくうの し すっき 
あっ  こっさうけょけき 2009-ゅけ).  〉きっくぬ-
てうかぇしぬ  いぇさこかぇすぇ う ゃ いょさぇゃけけたさぇ-
くっくうう, ゃ しそっさっ こさっょけしすぇゃかっくうは 
しけちうぇかぬくにた せしかせゅ. ╁ しっくすはぉさっ けくぇ 
しけしすぇゃうかぇ 14112 させぉかっえ, いぇ ょっ-
ゃはすぬ きっしはちっゃ – 14952. ╁けいきけあくけ, 
しうすせぇちうは ういきっくうすしは ゃ しゃはいう し こっ-
さったけょけき ぉのょあっすくうおけゃ し こっさゃけゅけ 
ょっおぇぉさは くぇ くけゃせの しうしすっきせ けこかぇ-
すに すさせょぇ. 

〈っこっさぬ しさぇゃくうすっ しゃけう ょけたけ-
ょに し  ゃっかうつうくけえ こさけあうすけつくけゅけ 
きうくうきせきぇ: ゃ すさっすぬっき おゃぇさすぇかっ 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けくぇ しけ-
しすぇゃうかぇ 5683 させぉかは, ゃ すけき つうしかっ 
ょかは すさせょけしこけしけぉくけゅけ くぇしっかっくうは 
– 6132,  こっくしうけくっさけゃ – 4483, ょっ-
すっえ – 5452 させぉかは. 

┬┨┖┶ ┴┷┨┤ ┱┤-┧┲┴┤
╉ そうくうてせ ゅけょぇ いけかけすけょけぉにす-

つうおう ╀っさひいけゃしおけゅけ させょけせこさぇゃ-
かっくうは こけょたけょはす し けこっさっあっくうっき 
こさけういゃけょしすゃっくくけえ こさけゅさぇききに 
こけ ゃしっき けしくけゃくにき こけおぇいぇすっかはき. 
〉ょぇつくにき ぉにか ょかは ゅけさくはおけゃ う くけ-
はぉさぬ. 〈ぇお, «のあぇくっ» こっさっおさにかう 
こかぇく こけ ょけぉにつっ ょさぇゅきっすぇかかぇ 
こけつすう くぇ ょっゃはすぬ こさけちっくすけゃ, «しっ-
ゃっさはくっ» – くぇ 11. ¨ぉけゅぇすうすっかう 
こっさっさぇぉけすぇかう 24 すにしはつう すけくく 
させょに (101,6 こさけちっくすぇ), ゃにこけか-
くうかう いぇょぇくうっ こけ いけかけすせ ゃ おけく-
ちっくすさぇすっ くぇ 113 こさけちっくすけゃ.   

′ぇさぇとうゃぇっす しゃけえ こさけういゃけょ-
しすゃっくくけ-すったくうつっしおうえ こけすっくちう-
ぇか «]っゃっさくぇは»: いょっしぬ こさけゃっかう 
おぇこうすぇかぬくにえ さっきけくす こさけたけょつっ-
しおけゅけ おけきこかっおしぇ ょかは こさけゃっょっ-
くうは ゃっさすうおぇかぬくにた う くぇおかけくくにた 
ゃけししすぇのとうた ゅけさくにた ゃにさぇぉけすけお. 
╉さけきっ すけゅけ, ょかは てぇたすに おせこうかう 
ょけこけかくうすっかぬくけ う くけゃにえ, ょけさけゅけ-
しすけはとうえ おけきこかっおし ╉‶╁, おけすけさにえ 
ょけかあっく さぇしてうさうすぬ こけょゅけすけゃおせ 
いぇこぇしけゃ ょかは けすさぇぉけすおう, ぇ いくぇ-
つうす, ゃ うすけゅっ せゃっかうつうすぬ ょけぉにつせ 
いけかけすけくけしくけえ させょに. 
‶けょゅけすけゃうかぇ ╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿

‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄

ÏÎÐÀ ÏÎÑÅËÊÎÂÛÕ ÐÀÄÎÑÒÅÉ
〈ぇきぇさぇ ╋╄〈╄╊を′╇╉¨╁┿, こさっょしっょぇすっかぬ おけきうししうう こけ きっしすくけきせ しぇきけせこさぇゃかっくうの ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ

╁ ゅけさけょしおけえ ╃せきっ は うしこけかくはの 
こけかくけきけつうは ょっこせすぇすぇ ゃすけさけえ しけ-
いにゃ, こけねすけきせ しきっかけ きけゅせ しおぇいぇすぬ 
け こさけういけてっょてうた いぇ こけしかっょくうっ 
てっしすぬ かっす こっさっきっくぇた くっ すけかぬおけ ゃ 
ゅけさけょっ, くけ う ゃ こけしひかおぇた. 

》けさけてうえ たけいはえしすゃっくくうお う  ぇくぇ-
かうすうお ╀さけいけゃしおうえ, おけゅょぇ こさうてひか 

お ゃかぇしすう, しさぇいせ けぉさぇすうか ゃくうきぇくうっ 
くぇ すけ, つすけ いくぇつうすっかぬくにっ しさっょしすゃぇ 
ぉのょあっすぇ せたけょはす くぇ けこかぇすせ せゅかは う 
きぇいせすぇ – すけこかうゃぇ ょかは こけしっかおけゃにた 
おけすっかぬくにた. ╇ ょっえしすゃうすっかぬくけ, っしかう 
ゃ ゅけさけょしおけえ おぇいくっ けぉさぇいけゃにゃぇかしは  
こさけそうちうす, こけしすせこぇかう しゃっさたこかぇ-
くけゃにっ ょけたけょに ゃ すっつっくうっ おゃぇさすぇ-
かぇ, すけ けくう  つぇしすけ くぇこさぇゃかはかうしぬ くぇ 
こさけゅさぇききせ «〈けこかうゃけ». ‶けねすけきせ 
こっさゃけっ, つすけ きねさ しょっかぇか ょかは こけ-
しひかおけゃ – ゅぇいうそうおぇちうは. ‶さけっおす 
ぉにか  «ゃにくけてっく» うき, う ゃしっ さぇぉけすに 
おせさうさけゃぇか ゅかぇゃぇ しぇき; っしかう ゅょっ-すけ 
こさけうしたけょうか しぉけえ, ゃ くぇかぇょおっ かう ゃ 
こせしおっ – けく くっこさっきっくくけ ぉにか すぇき. 
‶っさっょ しぇきにき ′けゃにき ゅけょけき しょぇ-
ゃぇかう おけすっかぬくせの ゃ ╊けしうくけき, すけゅょぇ 
«こさうたゃぇすうかけ» すさせぉせ, う  ╁はつっしかぇゃ 
‶うせしけゃうつ こさうくはか ゃしっ きっさに, つすけ-
ぉに おけすっかぬくぇは くっ ゃにてかぇ うい しすさけは. 
ぁすけ ゃ っゅけ たぇさぇおすっさっ: っしかう けく «いぇ-
こせしおぇか» おぇおせの-すけ うょっの, けく っの 
«ぉけかっか»: さぇぉけすぇか しぇき, くぇこさはゅぇか 
いぇきけゃ, う ゃしっゅょぇ ょけぉうゃぇかしは あっ-
かぇっきけゅけ さっいせかぬすぇすぇ. ‶さう ねすけき けく 
こけくうきぇか, つすけ ゅぇい – ねすけ くっ こさけしすけ 
すけこかうゃけ, – ねすけ こっさしこっおすうゃぇ  さぇい-
きっとっくうは  こさけういゃけょしすゃぇ, ぇ, しかっょけ-

ゃぇすっかぬくけ, こっさしこっおすうゃぇ さぇいゃうすうは 
しぇきうた こけしひかおけゃ.

╉けゅょぇ くぇつぇかう すはくせすぬ ゅぇいけこさけゃけょ 
ゃ ]ぇさぇこせかおせ う ]すぇくけゃせの, くうおすけ 
ゃっょぬ くっ ゃっさうか,  つすけ ゅぇい こさうょひす ゃ 
こけしひかけお. ¨ょうく ゅかぇゃぇ すっささうすけさう-
ぇかぬくけゅけ けすょっかぇ ぇょきうくうしすさぇちうう 
くうつっゅけ くっ しょっかぇか ぉに, う ょぇあっ ゅけさけょ 
ゃ あういくう くっ こけすはくせか ぉに しすさけうすっかぬ-
しすゃけ ゅぇいけゃけえ きぇゅうしすさぇかう. «╂けかせぉけっ 
すけこかうゃけ» ょけてかけ ょけ ゅかせぉうくおう ぉかぇ-
ゅけょぇさは そっょっさぇかぬくにき う けぉかぇしすくにき 
しさっょしすゃぇき. ╀にかう, おけくっつくけ, いぇすさぇ-
つっくに ょっくぬゅう う うい きっしすくけゅけ ぉのょあっ-
すぇ, くけ ねすけ すけかぬおけ くっぉけかぬてぇは つぇしすぬ 
けゅさけきくけゅけ こさけっおすぇ, うくうちうぇすけさけき 
おけすけさけゅけ ぉにか すけあっ くぇて きねさ. 

〉かせつてうかけしぬ ゃ ぉっさひいけゃしおけえ こさけ-
ゃうくちうう う せかうつくけっ けしゃっとっくうっ. 』すけ 
ゅけゃけさうすぬ けぉ けおさぇうくぇた, っしかう ょけ 
2004 ゅけょぇ ゃ しぇきけき ╀っさひいけゃしおけき 
しせとっしすゃけゃぇかぇ ねすぇ こさけぉかっきぇ. ╁は-
つっしかぇゃ ‶うせしけゃうつ  ょけぉうかしは, つすけぉに 
しゃっす, たけすは ぉに こけ ちっくすさぇかぬくにき 
せかうちぇき こけしひかおけゃ, くけ ぉにか. ╆ぇ ゅけょに 
っゅけ こさぇゃかっくうは さってうかうしぬ くっおけすけ-
さにっ ゃけこさけしに ゃけょけしくぇぉあっくうは ゃ 
╉っょさけゃおっ う ]すぇさけこにてきうくしおっ. ╁ 
╊けしうくけき さっおけくしすさせうさけゃぇかう こけ-

かうゅけく すゃひさょにた ぉにすけゃにた けすたけょけゃ. 
╁しっ こけしっかおけゃにっ おかぇょぉうとぇ ぉにかう 
こっさっょぇくに ゃ けこっさぇすうゃくけっ せこさぇゃ-
かっくうっ, う すぇき きくけゅけっ ういきっくうかけしぬ: 
ぉにかう こさけゃっょっくに さぇぉけすに こけ ゃに-
ゃけいせ きせしけさぇ う ぉかぇゅけせしすさけえしすゃせ, 
つすけ さぇくっっ くっ ょっかぇかけしぬ ゅけょぇきう.

╁ こけしひかおう, ょぇあっ しぇきにっ けすょぇ-
かひくくにっ, こさうてかぇ しけすけゃぇは しゃはいぬ – 
ねすけ すけあっ けつっくぬ ゃぇあくけ ょかは あうすっ-
かっえ. ¨すおさにかうしぬ けぉとうっ ゃさぇつっぉくにっ 
こさぇおすうおう. ╁ おぇあょけき くぇしっかひくくけき 
こせくおすっ こさぇいょくせのす ょっくぬ さけあょっくうは 
こけしひかおぇ, う きっさけこさうはすうは ねすう しすぇ-
くけゃはすしは し おぇあょにき ゅけょけき うくすっさっし-
くっっ, こけしっかおけゃにっ ゅせかはくうは うい ゅけょぇ 
ゃ ゅけょ こさうゃかっおぇのす ゃしひ ぉけかぬてっ あう-
すっかっえ う ゅけしすっえ ゅけさけょぇ. 

╁け きくけゅけき ぉかぇゅけょぇさは ╁はつっしかぇ-
ゃせ ‶うせしけゃうつせ, っゅけ しすさっきかっくうの 
ゃうょっすぬ しゃけえ ゅけさけょ おけきそけさすくにき う 
こさうゃかっおぇすっかぬくにき, っゅけ こけかうすうおっ 
さぇいゃうすうは こけしっかおけゃにた すっささうすけさうえ 
ゃ けおさっしすくけしすう ╀っさひいけゃしおけゅけ ゃかの-
ぉうかうしぬ くっ すけかぬおけ ぉっさっいけゃつぇくっ. 
╊のょう こさうっいあぇのす ゃ こけしひかおう, こけおせ-
こぇのす いっきかの, ょけきぇ, いぇゃけょはす たけいはえ-
しすゃけ, いくぇつうす, すけあっ こけつせゃしすゃけゃぇかう 
こっさしこっおすうゃせ, う ねすけ さぇょせっす.

╃せきぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ ういゃっとぇっす け こさけゃっょっくうう 
こさうひきけゃ ういぉうさぇすっかっえ ゃ けおさせゅぇた 

7 ょっおぇぉさは 2010 ゅけょぇ 
し 16 ょけ 18 つぇしけゃ.

‶さうひきに ゃっょせす:
– ゃ 『っくすさぇかぬくけえ ゅけさけょしおけえ ぉう-

ぉかうけすっおっ (せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 7) – ょっ-
こせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ 
わ1 』っすゃっさうおけゃ ′うおけかぇえ ╂っさきぇ-
ゅっくけゃうつ, ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬ-
くけきせ けおさせゅせ わ3 ]ぇさぇっゃぇ ╄かっくぇ 
′うおけかぇっゃくぇ;  

 – ゃ ╋¨〉 «╂うきくぇいうは わ5» (せか. 
╉けしにた, 3) – ょっこせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬ-
くけきせ けおさせゅせ わ2 ぅさひきっくおけ ╇さうくぇ 
╊っけくうょけゃくぇ;

– ゃ ╀うぉかうけすっおっ しっきっえくけゅけ つすっ-
くうは (せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7) – ょっ-
こせすぇす こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ 
わ4 ╉ぇきぇっゃぇ ╁ぇかっくすうくぇ ╇ゅけさっゃくぇ;

– ゃ ╃╉ «]けゃさっきっくくうお» (ゃ こけきっ-
とっくうう ぉうぉかうけすっおう) – ょっこせすぇす こけ 
ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ4 ╅ぇさ-
おけゃ ┿かっおしぇくょさ ╇ゃぇくけゃうつ, ょっこせすぇす 
こけ ういぉうさぇすっかぬくけきせ けおさせゅせ わ5 
]すぇしうゃ ╁うおすけさ ′うおけかぇっゃうつ;      

– ゃ いょぇくうう ┿ょきうくうしすさぇちうう ╀っさひ-
いけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ (おぇぉ. 
わ207, すっか. 4-39-01) – こさっょしっょぇ-
すっかぬ ╃せきに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけ-
ゅけ けおさせゅぇ ╂けゃけさせたぇ ╄ゃゅっくうえ ]すぇ-
くうしかぇゃけゃうつ.

‶さっょしっょぇすっかぬ ╃せきに 
╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ 

けおさせゅぇ ╄.]. ╂けゃけさせたぇ

]‶[┿【╇╁┿╊╇–¨〈╁╄』┿╄╋

╂¨[ぅ』╇╈ ]′╄╂
]くっゅけこぇょに くぇ ねすけえ くっょっかっ ゃさはょ かう こけしかっょくうっ ゃ しっいけくっ. ]け-

ゅかぇしっく, つすけ ぉっさひいけゃしおうっ ょけさけゅう つうしすはす, つっゅけ くっ しおぇあってぬ け ╄おぇ-
すっさうくぉせさゅっ, ゅょっ うい-いぇ きくけゅけおうかけきっすさけゃにた こさけぉけお けぉなはゃかっく 
さっあうき つさっいゃにつぇえくけえ しうすせぇちうう, いぇこさっとひく ゃなっいょ ゅさせいけゃけゅけ 
すさぇくしこけさすぇ ゃ ゅけさけょ ゃ ょくっゃくけっ ゃさっきは. ′け くぇしおけかぬおけ ゅぇさぇくすう-
さけゃぇくけ ぉかぇゅけこけかせつうっ ゃ ╀っさひいけゃしおけき? ╁にたけょうす かう すったくうおぇ くぇ 
せぉけさおせ しくっゅぇ くけつぬの?

╋うたぇうか, しすせょっくす 〉さ╂〉, こけ すっかっそけくせ
]けゅかぇしくに し ╋うたぇうかけき: ゃ けぉ-

かぇしすくけき ちっくすさっ, ゅょっ さぇぉけすぇのす 
う せつぇすしは すにしはつう くぇてうた あうすっ-
かっえ, くっゃけいきけあくけ しゃけぉけょくけ こさけ-
ったぇすぬ くう こけ けょくけえ せかうちっ. ╁しっ 
ちっくすさぇかぬくにっ ぉけかっっ うかう きっくっっ 
せぉさぇくに けす しくっゅぇ, ゃすけさけしすっこっく-
くにっ くっ つうとっくに しけゃっさてっくくけ. ′ぇ 
すっささうすけさうう くぇてっゅけ ゅけさけょぇ, おぇお 
しけけぉとうかう くぇき ゃ ¨¨¨ «╀っさひ-
いけゃしお╃けさ]すさけえ», こけおぇ すったくうおぇ 
しこさぇゃかはっすしは しけ しゃけうきう いぇょぇつぇ-
きう. ╃させゅけっ ょっかけ – こけしひかおう, くけ 
う すぇき, たけすぬ う し くっぉけかぬてけえ いぇ-
ょっさあおけえ, こさけぉうゃぇのす こせすっこさけ-
ゃけょに けす いぇくけしけゃ. ╉ こさうきっさせ, くぇ 
せかうちせ ╄かけゃせの, つすけ ゃ ]すぇさけこにて-
きうくしおっ, ゅさっえょっさ こさうてひか ゃ こぇ-
きはすくにえ こけくっょっかぬくうお 29 くけはぉさは 

せあっ ゃっつっさけき. ╁ しさっょせ ゃ さっょぇお-
ちうの ゅぇいっすに こけいゃけくうかう あうすっかう 
╃けきぇ ゃっすっさぇくけゃ う こけあぇかけゃぇ-
かうしぬ, つすけ ょけさけゅせ くっ こけつうしすう-
かう, う こけすけきせ  お ょっゃはすうねすぇあおっ 
くっ しきけゅかぇ こけょなったぇすぬ きぇてうくぇ し 
こさけょせおすぇきう. ¨ょくぇおけ こけしかっ 17 
つぇしけゃ ょけさけゅぇ ゃしひ あっ ぉにかぇ こさう-
ゃっょっくぇ ゃ こけさはょけお. 

』すけ おぇしぇっすしは くけつくけえ せぉけさ-
おう しくっゅぇ, すけ, こけ きくっくうの しこっ-
ちうぇかうしすけゃ こさっょこさうはすうは, けくぇ 
くっ ゃしっゅょぇ さぇちうけくぇかぬくぇ: お せすさせ 
しくっゅ しくけゃぇ いぇゃぇかうゃぇっす こさけ-
っいあせの つぇしすぬ. ‶けねすけきせ せぉけさおせ, 
っしかう ぉにか しくっゅけこぇょ, すったくうおぇ 
くぇつうくぇっす ゃ つっすにさっ せすさぇ, つすけぉに 
こっさゃにっ きぇてうくに きけゅかう しこけおけえ-
くけ ったぇすぬ.

╉¨╋╋〉′┿╊╉┿

〈ぅ′〉〈-‶¨〈ぅ′〉〈
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨
╋くけゅけおゃぇさすうさくにえ ょけき ゃ こけしひかおっ 

‶っさゃけきぇえしおけき, 27, こけあぇかせえ, くうつっき 
くっ けすかうつぇっすしは けす ょさせゅうた ょけきけゃ-
しすぇさうおけゃ, くぇたけょはとうたしは ゃ きせくうちう-
こぇかぬくけき あうかけき そけくょっ う くせあょぇの-
とうたしは ゃ おぇこうすぇかぬくけき さっきけくすっ. ′ぇ 
そぇしぇょっ ゃうょくに すさっとうくに, ゃくせすさう う 
しくぇさせあう ょけきぇ けゅさけきくにきう おせしおぇきう 
けすゃぇかうゃぇっすしは てすせおぇすせさおぇ. ╁っしくけえ 
2010, ゃょけぉぇゃけお おけ ゃしっきせ, っとひ う 
おぇくぇかういぇちうは いぇしけさうかぇしぬ, いぇこけかくうゃ 
こけょゃぇか, いかけゃけくくにっ しすけおう ゃにてかう 
くぇ こっさゃにえ ねすぇあ – しすっくに けすしにさっかう 
う くぇつぇかう おさけてうすぬしは っとひ ぉけかぬてっ. 
«]かぇぉけっ いゃっくけ» せしすさぇくうかう, ぇ しすっくに 
すぇお う しすけはす こけかせさぇいさせてっくくにっ.

– ]くぇつぇかぇ ゅけゃけさうかう: あょうすっ 
ょけ かっすぇ, こさけしけたくっす しすっくぇ, すけゅょぇ 
しょっかぇっき. ′け くう かっすけき, くう けしっ-
くぬの さぇぉけつうっ くっ こけはゃうかうしぬ, いうきぇ 
こさうてかぇ. ┿ さぇい は あうゃせ くぇ こっさゃけき 
ねすぇあっ, う いぇ ねすけえ しすっくけえ くぇたけょうすしは 
きけは おせたくは, ゃ おゃぇさすうさっ たけかけょくけ, は ゃ 
ゃぇかっくおぇた たけあせ, うい こけょゃぇかぇ きにてう 
こけてかう, – しっすせっす ゃょけゃぇ ゅっさけは ╁っ-
かうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに, ┿くぇ-
しすぇしうは ]すっこぇくけゃくぇ ╉せゅぇっゃしおぇは.

– ]おけかぬおけ さぇい こうしぇかう いぇはゃかっ-
くうっ ゃ ╅╉》-》けかょうくゅ – くう しかせたせ, くう 
ょせたせ. ╆ぇ すっおせとうえ さっきけくす ょっくぬゅう 
し くぇし しくうきぇのす, ぇ ょっかぇすぬ くうつっゅけ 
くっ ょっかぇのす. ╆ぇ ゃしひ ゃさっきは, つすけ きに 
いょっしぬ あうゃひき, けぉくけゃうかう すけかぬおけ おけ-
いにさひお くぇょ こけょなっいょぇきう, ぇ こかぇすうき 
いぇ «おけききせくぇかおせ» こけ 700 させぉかっえ し 
かうてくうき おぇあょにえ きっしはち. ╃ぇあっ おけし-
きっすうつっしおうえ さっきけくす ゃ こけょなっいょっ きに 
ょっかぇかう いぇ しゃけえ しつひす, – こけょょっさあう-
ゃぇっす しけしっょおせ ┿くすけくうくぇ [はぉちっゃぇ.

′ぇ こさっすっくいうう あうかぬちけゃ ゃ せこさぇゃかはの-
とっえ おけきこぇくうう けすゃっすうかう, つすけ しおゃけいくけえ 
とっかう ゃ しすっくっ くっす. ]っえつぇし いぇきぇいぇすぬ くっ 
こけかせつうすしは: さぇしすゃけさ くぇ たけかけょっ くぇつくひす 
おさうしすぇかかういけゃぇすぬしは う しけ しすっくけえ くっ 
したゃぇすうすしは. ‶けけぉっとぇかう しょっかぇすぬ, おけゅょぇ 
こけすっこかっっす. 〈け っしすぬ けこはすぬ ょけすはくせす ょけ 
ゃっしくに. ┿ つすけ おぇしぇっすしは すっおせとっゅけ さっ-
きけくすぇ, せ 》けかょうくゅぇ ゃ させおぇた しっさぬひいくにえ 
おけいにさぬ – 185 《っょっさぇかぬくにえ いぇおけく. 》け-
すうすっ さっきけくす – けさゅぇくういけゃにゃぇえすっ 〈]╅, 
せぉっあょぇのす ゃ おけききせくぇかぬくけえ おけきこぇくうう.

‶¨╃‶╇]╉┿–2011
‶[¨]〈¨ ‶╄]′ぅ

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
«[ぇい しすせこっくぬおぇ, ょゃぇ しすせこっくぬおぇ – ぉせょっす かっしっくおぇ, さぇい しかけゃっつおけ, ょゃぇ 

しかけゃっつおけ – ぉせょっす こっ-しっ-くおぇ…» 〉 ゅぇいっすに しゃけは こっしくは. [ぇい つうすぇすっかぬ, ょゃぇ 
つうすぇすっかぬ ぉせょっす… こけょこうしくぇは おぇきこぇくうは. [ぇい ょっくひつっお, ょゃぇ ょっくひつっお – ぉせ-
ょっす ′けゃにえ ゅけょ. ╇ おけくっち こけょこうしくけゅけ こっさうけょぇ. ‶けおぇ つぇし うおし くっ こさけぉうか, 
きに あょひき うくょうゃうょせぇかぬくにた う おけかかっおすうゃくにた こけょこうしつうおけゃ ゃ こけつすけゃにた けす-
ょっかっくうはた う さっょぇおちうう, ょぇさうき おせこけくに ゃ «╋っょけゃせの かぇゃおせ» しけ しおうょおけえ 
こはすぬ こさけちっくすけゃ, ぇ すぇおあっ こさうくうきぇっき いぇはゃおう こけ すっかっそけくせ 8-800-3001-
076. ‶けょこうしくにっ ちっくに ゃくうきぇすっかぬくにき つうすぇすっかはき ╀[ ういゃっしすくに: くぇ こっさゃけっ 
こけかせゅけょうっ し ょけしすぇゃおけえ – 432,54 させぉかは, ぉっい ょけしすぇゃおう – 300 させぉかっえ.

′┿ ╆┿╋╄〈╉〉
╁¨‶[¨] 〉』┿]〈╉¨╁¨╋〉

5 ょっおぇぉさは させおけゃけょしすゃけ ¨╁╃ こけ ╀っさひいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ う 
しかせあぉぇ せつぇしすおけゃにた せこけかくけきけつっくくにた きうかうちうう けさゅぇくういせのす ゃしすさっつう し くぇ-
しっかっくうっき, ゃ たけょっ おけすけさにた ゅさぇあょぇくっ きけゅせす いぇょぇすぬ ゃしっ うくすっさっしせのとうっ うた 
ゃけこさけしに, おけすけさにっ おぇしぇのすしは おさうきうくけゅっくくけえ けぉしすぇくけゃおう ゃ さぇえけくぇた ゅけ-
さけょぇ う さぇぉけすに こさぇゃけけたさぇくうすっかぬくにた  けさゅぇくけゃ. ╁ しかせつぇっ くっけぉたけょうきけしすう 
ゅさぇあょぇくっ しきけゅせす こけょぇすぬ こうしぬきっくくにっ うかう せしすくにっ いぇはゃかっくうは, おけすけさにっ 
ぉせょせす こさうくはすに しけすさせょくうおぇきう しかせあぉに ¨〉〉╋ う こけ おけすけさにき ぉせょっす こさけ-
ゃけょうすぬしは こさけゃっさおぇ ゃ せしすぇくけゃかっくくけき いぇおけくけき [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう 
こけさはょおっ.

╁さっきは う きっしすけ こさけゃっょっくうは ゃしすさっつ:
1. ‶けしひかおう ]ぇさぇこせかおぇ う ]すぇくけゃぇは – 05.12.10 ゃ 17:00 ゃ こけきっとっくうう 

ぇょきうくうしすさぇちうう こけしひかおぇ ]ぇさぇこせかおぇ こけ せか. ╉ぇかうくうくぇ, 37ぇ.
2. ‶けしひかけお 【うかけゃおぇ – 05.12.10 ゃ こけきっとっくうう ╋¨〉 ]¨【 わ8, さぇしこけかけ-

あっくくけえ こけ せか. ‶ぇさおけゃけえ, 9.
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【〈[╇》╇ ╉ ‶¨[〈[╄〈〉

¨╉〈ぅ╀[を ょかは ゃっょせとっゅけ しこっちうぇかうしすぇ おけきうすっすぇ ねおけくけきうおう, 
こけすさっぉうすっかぬしおけゅけ さにくおぇ う ちっくけゃけゅけ おけくすさけかは ぇょきうくう-

しすさぇちうう ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ 〈ぇすぬはくに ┿かっおしぇく-
ょさけゃくに ╉ぇいぇくちっゃけえ ゃにょぇかしは けしけぉっくくにき. ╄え うしこけかくうかけしぬ 55 
かっす. ╉ しぇきけきせ のぉうかっの う くぇゅさぇょに こけょけしこっかう: ‶けつひすくぇは ゅさぇきけすぇ 
‶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 う ‶けつひすくぇは ゅさぇきけすぇ ╋う-
くうしすっさしすゃぇ すけさゅけゃかう, こうすぇくうは う せしかせゅ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.

«′╄ ╀｠╊¨ ╀｠ ]』┿]〈をぅ…»
– ぅ ゃ ょっすしすゃっ たけすっかぇ しすぇすぬ 

せつうすっかっき, – さぇししおぇいにゃぇっす くぇてぇ 
ゅっさけうくは. – ╃ぇあっ こけしすせこぇかぇ ゃ こっ-
ょぇゅけゅうつっしおうえ うくしすうすせす くぇ そうかけ-
かけゅうつっしおうえ そぇおせかぬすっす ゃ 〉そっ. 
′け くぇ ゃしすせこうすっかぬくにた ねおいぇきっくぇた 
きっくは «しさっいぇかう» くぇ うしすけさうう ]]][. 
‶っさっあうゃぇかぇ, ょせきぇかぇ, こかけたけ こけょ-
ゅけすけゃうかぇしぬ. ′け つっさっい ゅけょ ねすけす あっ 
こさっょきっす しょぇかぇ ゃ «すけさゅけゃにえ» くぇ 
こはすひさおせ. ╁ すぇおうた しかせつぇはた けぉにつくけ 
ゅけゃけさはす: しせょぬぉぇ. ╁けいきけあくけ. 

‶せすぬ お せしこったせ ゃ すさせょっ, こけうしおう しっぉは 
くぇ こさけそっししうけくぇかぬくけき こけこさうとっ かっ-
あぇかう つっさっい すけさゅけゃけ-ねおけくけきうつっしおうえ 
そぇおせかぬすっす うくしすうすせすぇ こけすさっぉおけけこっ-
さぇちうう ゃ ′けゃけしうぉうさしおっ. ] すった こけさ 
〈ぇすぬはくぇ ╉ぇいぇくちっゃぇ う さぇぉけすぇっす ゃ 
ねすけえ しそっさっ.

– ‶けしかっ うくしすうすせすぇ は こけかせ-
つうかぇ  さぇしこさっょっかっくうっ ゃ さぇえけく-
くけっ こけすさっぉうすっかぬしおけっ けぉとっしすゃけ. 
╀にかぇ くぇつぇかぬくうおけき こかぇくけゃけ-
ねおけくけきうつっしおけゅけ けすょっかぇ. ¨ょくけ 
ゃさっきは さぇぉけすぇかぇ くぇ 〉おさぇうくっ, ゃ 
╁けさけてうかけゃゅさぇょしおけき せこさぇゃかっくうう 
しすぇすうしすうおう, ぉのさけ くけゃけえ すったくうおう, 
– ゃしこけきうくぇっす 〈ぇすぬはくぇ ┿かっおしぇく-
ょさけゃくぇ.

╄]╊╇ 』〈¨, 
′┿╉¨[╋╇〈 ╇ ¨╃╄′╄〈
╁ 1992 ゅけょせ しっきぬは ╉ぇいぇくちっ-

ゃにた こっさっったぇかぇ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ. 
‶はすぬ かっす 〈ぇすぬはくぇ ┿かっおしぇくょさけゃ-
くぇ さぇぉけすぇかぇ ゃ ゅけさけょしおけき けすょっかっ 
しすぇすうしすうおう, ゃっかぇ しすぇすうしすうおせ すけさ-
ゅけゃかう, ゃ 1997 ゅけょせ ぉにかぇ こさうゅかぇ-
てっくぇ ゃ ぇょきうくうしすさぇちうの ゅけさけょぇ 
╀っさひいけゃしおけゅけ.

– ╋っくは う さぇくぬてっ こさうゅかぇてぇかう 
ゃ すけさゅけゃにえ けすょっか, くけ けしすぇくぇゃかう-
ゃぇかけ すけ, つすけ ゃ きけう けぉはいぇくくけしすう 
ょけかあくに ぉにかう ゃたけょうすぬ ゃけこさけしに 
ゅさぇあょぇくしおけえ けぉけさけくに (╂¨). ′け は 
ゃしひ-すぇおう こさうてかぇ ゃ ぇょきうくうしすさぇ-
ちうの. ╇ ゃけこさけしぇきう  ╂¨ きくっ こさう-
てかけしぬ いぇくうきぇすぬしは, すぇお おぇお くぇ ぉぇいっ 
くぇてっゅけ けすょっかぇ ょっえしすゃせっす しかせあぉぇ 
こさけょけゃけかぬしすゃっくくけゅけ う ゃっとっゃけゅけ 
けぉっしこっつっくうは くぇしっかっくうは ╀っさひいけゃ-
しおけゅけ くぇ しかせつぇえ つさっいゃにつぇえくけえ 
しうすせぇちうう, – ょっかうすしは 〈.┿. ╉ぇいぇく-
ちっゃぇ. – ‶け うすけゅぇき こさけゃっょっくうは 
けぉかぇしすくにた せつっくうえ くぇてぇ しかせあぉぇ 
くっ さぇい こけかせつぇかぇ こけかけあうすっかぬくせの 
けちっくおせ.

]╄╋╄╈′┿ぅ ╇╃╇╊╊╇ぅ
– 〉 くぇし し きせあっき さぇいくにっ たぇさぇお-

すっさに, う きに  ょけこけかくはっき ょさせゅ ょさせゅぇ, 

– こさういくぇひすしは 〈ぇすぬはくぇ ╉ぇいぇくちっゃぇ. 
– ╂けゃけさはす, こさけすうゃけこけかけあくにっ こけ-
かのしに こさうすはゅうゃぇのすしは, すぇお う せ くぇし. 
╇い くっゅけ しかけゃけ おかっとぇきう くっ ゃにすぇ-
とうてぬ, ぇ は さぇいゅけゃけさつうゃぇは. ╄しかう 
ゃうあせ こけ かうちせ きせあぇ, つすけ つすけ-すけ 
くっ すぇお, くっしおけかぬおけ さぇい しこさけてせ: «〉 
すっぉは ゃしひ ゃ こけさはょおっ?» 〈けかぬおけ すけゅ-
ょぇ さぇししおぇあっす. ╁うょうきけ, ねすけ う こけ-
きけゅぇっす くぇき, ゃっょぬ ゃきっしすっ きに せあっ 
ぉけかっっ 30 かっす.

╁きっしすっ し くうきう あうゃひす きぇきぇ 
きせあぇ, ╁ぇかっくすうくぇ 《ひょけさけゃくぇ. 
╃けつぬ ┿くぇしすぇしうは かのぉうす あうゃけすくにた, 
う さけょうすっかう こけょょっさあうゃぇのす っひ うく-
すっさっし. ╊ぇぉさぇょけさ 〉しすは, しすぇそそけさょ 
]すってぇ う おけておぇ ╃せしぬおぇ あうゃせす せ ╉ぇ-
いぇくちっゃにた. 〈ぇすぬはくぇ ┿かっおしぇくょさけゃ-
くぇ かぇしおけゃけ くぇいにゃぇっす うた «しゃけうきう 
ょっゃけつおぇきう». 

«¨╀¨╅┿ぃ [┿╀¨〈┿〈を 
′┿ ╂[ぅ╃╉┿》!»
╊せつてうき けすょにたけき  〈ぇすぬはくぇ ┿かっお-

しぇくょさけゃくぇ しつうすぇっす しきっくせ ょっはすっかぬ-
くけしすう.  ╊っすけき こせすってっしすゃけゃぇすぬ くっ 
こけかせつぇっすしは, すぇお おぇお っしすぬ けゅけさけょ, 
«たけいはえしすゃけ» – すぇお てせすは くぇいにゃぇっす 
しゃけひ ょっすうとっ くぇてぇ ゅっさけうくは. ╆う-
きけえ くぇ きけさは-けおっぇくに くっ すはくっす. ╁けす 
う こさけゃけょうす けくぇ しゃけぉけょくけっ ゃさっきは 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき, ゃ けおさせあっくうう さけょ-
くにた う ぉかういおうた. 

– [ぇくぬてっ きに おぇおけっ-すけ ゃさっきは 
あうかう ゃ つぇしすくけき ょけきっ. ¨え, おぇお 
は くっ かのぉうかぇ, おけゅょぇ きぇきぇ こさけ-
しうかぇ こさけこけかけすぬ うかう こけかうすぬ 
けゃけとう. ╃せきぇの: «╀けあっ きけえ, いぇ-

つっき ねすけ きくっ くぇょけ, おけゃにさはすぬしは 
ゃ けゅけさけょっ?». ╆ぇすけ しっえつぇし し せょけ-
ゃけかぬしすゃうっき ねすうき いぇくうきぇのしぬ. 
《ういうつっしおう せしすぇひてぬ, ぇ ょせてぇ けす-
ょにたぇっす: こけしぇょうてぬ きぇかっくぬおけっ 
しっきっつおけ, ぇ こけすけき こさっおさぇしくにえ 
すけきぇす うかう こっさつうお ゃにさぇしすぇっす, 
ょせてぇ さぇょせっすしは こかけょぇき しゃけっゅけ 
すさせょぇ, – けすおさけゃっくくうつぇっす 〈ぇすぬは-
くぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ.

– ¨くぇ う  さぇししぇょせ しぇきぇ ゃに-
さぇとうゃぇっす. ┿ こけすけき ゃにいさっゃぇのす 
こさっおさぇしくにっ けゃけとう, さぇしこせしおぇのす-
しは くっけぉにおくけゃっくくにっ ちゃっすに. ¨しけ-
ぉっくくけ すさっこっすくけ けすくけしうすしは お さぇい-
ゃっょっくうの さけい. ┿ いぇゅけすけゃおう おぇおうっ 
ょっかぇっす – ゃおせしくけすうとぇ! – くぇたゃぇかう-
ゃぇのす おけかかっゅう. 

╄┱ «]╉┿╆╉╇»
[ぇくぬてっ けくぇ きくけゅけ つうすぇかぇ; しっえ-

つぇし ゃしひ しゃけぉけょくけっ ゃさっきは せたけょうす 
くぇ ょけき. 〈ぇすぬはくぇ ┿かっおしぇくょさけゃくぇ し 
きせあっき さってうかう けぉくけゃうすぬ しっきっえ-

くけっ ゅくっいょけ: いぇくうきぇのすしは しすさけう-
すっかぬしすゃけき, ょういぇえくけき. 

– ╉けゅょぇ-すけ は かのぉうかぇ つうすぇすぬ かの-
ぉけゃくにっ さけきぇくに (しきっひすしは). – 》けすは 
ねすけ しつうすぇのす きぇししけゃけえ, ぉせかぬゃぇさ-
くけえ かうすっさぇすせさけえ, きくっ くさぇゃうかけしぬ, 
こけすけきせ ゃ ねすうた うしすけさうはた ゃしっゅょぇ 
しつぇしすかうゃけっ けおけくつぇくうっ. ぅ くぇいに-
ゃぇかぇ うた «しおぇいおけえ ょかは ゃいさけしかけえ 
あっくとうくに». 

– ┿ ゃぇてぇ しおぇいおぇ ゃけこかけすうかぇしぬ ゃ 
あういくぬ?

– ′っ ょけ おけくちぇ っとひ, け ゃくせおぇた 
きっつすぇの! ╁けす ゃ つひき きくっ けょくけ-
いくぇつくけ こけゃっいかけ, すぇお ねすけ し おけか-
かっおすうゃけき. ╂ょっ ぉに は くう さぇぉけすぇかぇ, 
きっくは ゃしっゅょぇ けおさせあぇのす いぇきっつぇ-
すっかぬくにっ かのょう.  

╁っさの, つすけ ゃしっ あっかぇくうは 〈ぇすぬは-
くに ┿かっおしぇくょさけゃくに, しおけさっっ ゃしっゅけ, 
しぉせょせすしは. ‶けすけきせ おぇお すっ, おけきせ けくぇ 
けすょぇひす しゃけの きせょさけしすぬ, いぇぉけすせ う 
すっこかけ ょせてう, けすゃっつぇのす っえ すっき あっ.

′┿【 ¨‶[¨]

È ÝÒÎÒ ÌÈÐ ÎÍÀ 
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╃ぇさぬは ‶╄』╄[]╉╇》
╉けきせ こさうてかぇ きにしかぬ けこさっ-

ょっかはすぬ しぇきせの-しぇきせの おさぇ-
しうゃせの ょっゃせておせ くぇ こかぇくっすっ, 
せあっ う くっ ゃぇあくけ. ′け しこぇしうぉけ 
ねすけきせ つっかけゃっおせ しおぇいぇすぬ しすけ-
うす. ′さぇゃうすしは ねすけ うかう くっす, くけ 
ぉけかぬてうくしすゃけ きせあつうく ゃ ゃに-
ぉけさっ しこせすくうちに あういくう うかう 
こけょさせゅう させおけゃけょしすゃせのすしは 
ゃくってくうきう ょぇくくにきう. ╉ぇおぇは 
あっ ょっゃぇ いぇしすぇゃうす «くっさけゃ-
くけ ょにてぇすぬ» ぉっさっいけゃつぇくう-
くぇ? ¨ぉ ねすけき きに こけこにすぇかうしぬ 
せいくぇすぬ せ きせあつうく. 

¨ぉさぇい おさぇしぇゃうちに きくけゅけゅさぇ-
くっく, う ねすけす そぇおす ぇた おぇお ゅさっっす 
ょせてせ.  ]けっょうくうゃ しぇきにっ ゃぇあ-

くにっ, し すけつおう いさっくうは 
しうかぬくけゅけ こけかぇ, あっくしおうっ 
つっさすに, こけかせつうかう けぉさぇい 
«╋うしし ]けゃっさてっくしすゃけ», 
おけすけさせの ゃぇき う こさっょ-
しすぇゃかはっき. 

¨くぇ くっあくぇは, しすさけえ-
くぇは う ゅさぇちうけいくぇは し ういはとくけえ 
たさせこおけえ, くけ くっ しかうておけき たせょけえ 
そうゅせさけえ. ╁ くっえ くっす くうつっゅけ かうて-
くっゅけ: くう  おけしきっすうおう, くう ょせたけゃ – 
っしすっしすゃっくくけしすぬ う せきっくうっ すけつくけ 
しけつっすぇすぬ ゃしっゃけいきけあくにっ しすうかう 
けょっあょに. ╋せあつうく, おぇお けおぇいぇ-
かけしぬ, こさうゃかっおぇっす ゅけかけし ょっゃせ-
てっお, こけ うた しかけゃぇき, けく ょけかあっく 
«きぇくうすぬ う けつぇさけゃにゃぇすぬ». 

』すけ あっ おぇしぇっすしは かうちぇ, すけ せ 
うょっぇかぬくけえ ょっゃせておう ょけかあくに 
ぉにすぬ すけくおうっ つっさすに し つせすぬ こけか-
くにきう ゅせぉぇきう う… いっかひくにっ ゅかぇいぇ. 
╉ぇお くう しすさぇくくけ, うきっくくけ すぇおけえ 
さっょおうえ ちゃっす ゅかぇい ぉけかぬてっ ゃしっゅけ 
くさぇゃうすしは きせあつうくぇき. ╄しすぬ ゃ くひき 
くっつすけ きぇゅうつっしおけっ… 

«╊っょう ]けゃっさてっくしすゃけ» くうおけゅ-
ょぇ くっ おせさうす, ぇ ぇかおけゅけかぬ ゃ っひ 
さぇちうけくっ っしすぬ すけかぬおけ こけ こさぇいょ-
くうおぇき う うしおかのつうすっかぬくけ てぇき-
こぇくしおけっ うかう ゃうくけ. ╅ぇかぬ, つすけ 
きせあつうくに しぇきう くっ たけすはす しかっょけ-
ゃぇすぬ すぇおけきせ こさぇゃうかせ. 

‶さうはすくけ ぉにかけ せしかにてぇすぬ, 
つすけ ゃ ょっゃせておっ ゃぇあくぇ ょせてぇ, け 
«ぉけゅぇすけき ゃくせすさっくくっき きうさっ» 
せこけきはくせか こさぇおすうつっしおう おぇあ-

ょにえ さっしこけくょっくす. ╉さけきっ すけゅけ, 
しけゃっさてっくくぇは ょっゃせておぇ ょけかあくぇ 
せきっすぬ けぉたけょうすぬ けしすさにっ せゅかに 
ゃ けすくけてっくうはた: くっ せしすさぇうゃぇすぬ 
しおぇくょぇかけゃ くぇ こせしすけき きっしすっ, 
せきっすぬ けすおかぇょにゃぇすぬ くっこさうはす-
くにえ さぇいゅけゃけさ くぇ ぉけかっっ こけょたけ-
ょはとっっ ゃさっきは. 

┿ ゃけす こけ こけゃけょせ うくすっかかっおすぇ 
ゃけいくうお しこけさ. ╋せあつうくに さぇいょっかう-
かうしぬ くぇ ょゃぇ かぇゅっさは: けょくう きっつ-
すぇかう け さぇいせきくけえ う いぇょせきつうゃけえ 
かっょう,  ょさせゅうっ こけしつうすぇかう, つすけ 
ょっゃせておぇ くっ ょけかあくぇ ぉにすぬ せきくっっ 
しゃけっゅけ ういぉさぇくくうおぇ.

′け ゃ おぇあょけき きせあしおけき 
こさぇゃうかっ っしすぬ うしおかのつっくうは. 
╉けきせ-すけ くさぇゃはすしは すけかぬ-
おけ ぉさのくっすおう, おすけ-すけ ゃ さけかう 
けぉさぇいちけゃけ-こけおぇいぇすっかぬくけえ うい-
ぉさぇくくうちに ゃうょっか うしおかのつうすっかぬ-
くけ ぉかけくょうくおせ. ¨ょくう ゃ おぇつっしすゃっ 
うょっぇかぇ こさうゃけょうかう ういゃっしすくせの 
そけさきせかせ 90-60-90, ぇ うた けここけ-
くっくすに しつうすぇかう, つすけ ょっゃせておぇ 
ょけかあくぇ ぉにすぬ ゃ すっかっ. ┿ うくにき 
きうかっっ しゃけは あっくぇ, おけすけさぇは ゃしっき 
こっさっつうしかっくくにき しすぇくょぇさすぇき う 
ゃけゃしっ くっ しけけすゃっすしすゃせっす.

〉╊｠╀′╇]を
╄しすぬ ょゃぇ しこけしけぉぇ 

せこさぇゃかはすぬ あっくとうくぇ-
きう... ′け くうおすけ うた くっ いくぇっす. 

╁ けょくけき, こけ おさぇえ-
くっえ きっさっ, あっくとうくに う 

きせあつうくに したけょはすしは: う すっ, う 
ょさせゅうっ くっ ょけゃっさはのす あっく-
とうくぇき. 

╇ょっぇかぬくにえ きせあつうくぇ 
くっ こぬひす, くっ おせさうす, くっ 

うゅさぇっす くぇ しおぇつおぇた, くうおけゅょぇ 
くっ しこけさうす う くっ しせとっしすゃせっす. 

╅っくとうくぇ ゅけすけゃぇ くぇ 
ゃしひ さぇょう かのぉゃう, ょぇあっ 

いぇくうきぇすぬしは かのぉけゃぬの. 

╋せあつうくぇ ゅけすけゃ くぇ ゃしひ 
さぇょう いぇくはすうは かのぉけゃぬの, 

ょぇあっ かのぉうすぬ. 

╁ おぇあょけえ あっくとうくっ 
あうゃひす しすっさゃぇ, ぇ ゃ くっおけ-

すけさにた ょぇあっ ょゃっ, ぇ すけ う すさう 
てすせおう! 

╃させあぉぇ きっあょせ きせあつう-
くけえ う あっくとうくけえ – ねすけ 

けすくけてっくうは かうぉけ ぉにゃてうた 
かのぉけゃくうおけゃ, かうぉけ ぉせょせとうた. 

╇くすせうちうは – こけさぇいう-
すっかぬくけっ つせすぬひ, こけょしおぇ-

いにゃぇのとっっ あっくとうくっ, つすけ 
けくぇ こさぇゃぇ, くっいぇゃうしうきけ けす 
すけゅけ, こさぇゃぇ oくぇ うかう くっす. 

╇しすっさうおぇ – ねすけ あっくしおうえ 
しこけしけぉ さぇいゃかっつぬしは... 

╃かは きせあつうくに さぇぉけすぇ – 
ゃすけさけえ ょけき, ぇ ょかは あっく-

とうくに ょけき – ゃすけさぇは さぇぉけすぇ. 

[ってっくうっ け あっくうすぬぉっ 
– こけしかっょくっっ さってっくうっ, 

おけすけさけっ きせあつうくぇ こさうくうきぇ-
っす しぇきけしすけはすっかぬくけ. 

′うつすけ すぇお くっ せおさぇてぇ-
っす あっくとうくせ, おぇお せょぇつくけ 

こけょけぉさぇくくにえ きせあつうくぇ. 

ぁすけ くっ かのぉけゃぬ いかぇ – 
ねすけ おけいかけゃ きくけゅけ. 

╊のぉけゃくうおせ けす すっぉは 
くせあくけ すけかぬおけ けょくけ, ぇ 

きせあせ こけょぇゃぇえ う こっさゃけっ, う 
ゃすけさけっ, う おけきこけす. 

╄しかう きせあつうくぇ くぇいにゃぇ-
っす あっくとうくせ かぇしおけゃにきう 

しかけゃぇきう, いくぇつうす, けく いぇぉにか, 
おぇお っひ いけゃせす. 

╉うくけ くっ ぉせょっす おぇいぇすぬしは 
しすぇさにき, っしかう ょぇきぇ し すけ-

ぉけえ おぇあょにえ さぇい ぉせょっす くけゃぇは. 

╄しかう ゃに ょせきぇっすっ, つすけ 
くうおけすうく くっ ゃかうはっす くぇ 

ゅけかけし あっくとうくに, こけこさけぉせえすっ 
しすさはたくせすぬ こっこっか くぇ おけゃひさ! 

〈けかぬおけ あっくしおうっ させおう 
きけゅせす すぇお くっあくけ せかけ-

あうすぬ ぇしそぇかぬす. 

]すさぇくうちせ こけょゅけすけゃうかぇ 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿
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′┿『╇]〈｠
5:00 ╃/] ‶╊┿]〈╇』╄]╉┿ぅ 》╇[〉[╂╇ぅ ╁ ╃[╄╁′¨]〈╇

6:00 ╃/《 【┿[╊¨〈〈┿ – ╂╄[『¨╂╇′ぅ ′┿ ╁¨╈′╄

8:00 ╃/《 ‶[¨〈╄]〈

9:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/《 ╋〉╋╇╇ ]╇『╇╊╇╇

11:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

12:00 ╃/《 ┿′′┿ ╊╄〈╄′]╉┿: ╉¨╋╄╃╇┿′〈╉┿ ╇ 

′┿『╇]〈｠

13:00 ╃/] ‶╊┿]〈╇』╄]╉┿ぅ 》╇[〉[╂╇ぅ ╁ ╃[╄╁′¨]〈╇

14:00 ╃/《 【┿[╊¨〈〈┿ – ╂╄[『¨╂╇′ぅ ′┿ ╁¨╈′╄

16:00 ╃/《 ‶[¨〈╄]〈

17:30 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╀[╇〈┿′]╉╇╄ ‶¨╊╉¨╁¨╃『｠

18:00 ╃/《 ╋〉╋╇╇ ]╇『╇╊╇╇

19:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

20:00 ╃/《 [╄╋╀[┿′╃〈. ぅ ¨╀╁╇′ぅぃ!

22:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠

23:00 ╃/《 ╁｠]【╇╈ ‶╇╊¨〈┿╅ ╁ ‶╄[╁〉ぃ ╋╇[¨╁〉ぃ

0:00 ╃/《 ‶¨╁╄╊╇〈╄╊を ]╇‶┿′┿

1:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉

2:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈

3:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿

4:00 ╃/《 [╄╋╀[┿′╃〈. ぅ ¨╀╁╇′ぅぃ!

6:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠
7:00 ╃/《 ╁｠]【╇╈ ‶╇╊¨〈┿╅ ╁ ‶╄[╁〉ぃ ╋╇[¨╁〉ぃ
8:00 ╃/《 ‶¨╁╄╊╇〈╄╊を ]╇‶┿′┿
9:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ
10:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈
11:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿
12:00 ╃/《 [╄╋╀[┿′╃〈. ぅ ¨╀╁╇′ぅぃ!
14:00 ╃/] ╇╆ ‶╇¨′╄[¨╁ ╁ ╋╇╊╊╇¨′╄[｠
15:00 ╃/《 ╁｠]【╇╈ ‶╇╊¨〈┿╅ ╁ ‶╄[╁〉ぃ ╋╇[¨╁〉ぃ
16:00 ╃/《 ‶¨╁╄╊╇〈╄╊を ]╇‶┿′┿
17:00 ╃/] ′╄╁╇╃╇╋｠╄ ╁¨╈′｠ 『[〉
18:00 ╃/] ╃[╄╁′╇╈ ╄╂╇‶╄〈
19:00 ╃/] ╃〉》¨╁′┿ぅ ╋〉╆｠╉┿
20:00 ╃/《 ╂╄′╃╄╊を: ╉╊┿]]╇╉ ‶¨‶-╋〉╆｠╉╇
21:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇
22:00 ╃/《 ‶¨′〈╇╈ ‶╇╊┿〈 – 』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨[｠╈ 

〉╀╇╊ 》[╇]〈┿
23:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ
0:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ╊╄╃ぅ′¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿
1:00 ╃/《 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╁╇╉╇′╂¨╁
2:00 ╃/] ╊╄〈¨ ╊ぃ╀╁╇
3:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』-

′¨╈ ╂╄[╋┿′╇╇
4:00 ╃/《 ╂╄′╃╄╊を: ╉╊┿]]╇╉ ‶¨‶-╋〉╆｠╉╇
5:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ 

╀[╇〈┿′╇╇

6:00 ╃/《 ‶¨′〈╇╈ ‶╇╊┿〈 – 』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨[｠╈ 
〉╀╇╊ 》[╇]〈┿

7:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ
8:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ╊╄╃ぅ′¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿
9:00 ╃/《 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╁╇╉╇′╂¨╁
9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ
10:00 ╃/] ╊╄〈¨ ╊ぃ╀╁╇
11:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇
12:00 ╃/《 ╂╄′╃╄╊を: ╉╊┿]]╇╉ ‶¨‶-╋〉╆｠╉╇
13:00 ╃/] 》〉╃【╇╄ ‶[¨《╄]]╇╇ ╁ ╇]〈¨[╇╇ ╀[╇-

〈┿′╇╇
14:00 ╃/《 ‶¨′〈╇╈ ‶╇╊┿〈 – 』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨[｠╈ 

〉╀╇╊ 》[╇]〈┿
15:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ
16:00 ╃/《 ]╋╄[〈を ╊╄╃ぅ′¨╂¨ 』╄╊¨╁╄╉┿
17:00 ╃/《 ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄ ╁╇╉╇′╂¨╁
18:00 ╃/] ╊╄〈¨ ╊ぃ╀╁╇
19:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』′¨╈ 

╂╄[╋┿′╇╇
20:00 ╃/《 ╁ ‶¨╇]╉┿》 【╄[╊¨╉┿ 》¨╊╋]┿
21:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ
22:00 ╃/] ╁╄╊╇╉╇╄ ╂╄¨╂[┿《╇』╄]╉╇╄ ¨〈╉[｠〈╇ぅ
23:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ
0:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅
1:00 ╃/《 ]┿╋〉[┿╈]╉╇╈ 《╄]〈╇╁┿╊を ]¨╋┿ ′¨╋┿ ̈ ╈
2:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇
3:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』-

′¨╈ ╂╄[╋┿′╇╇
4:00 ╃/《 ╁ ‶¨╇]╉┿》 【╄[╊¨╉┿ 》¨╊╋]┿
5:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ

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

7:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

8:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

9:00 ╃/《 ]┿╋〉[┿╈]╉╇╈ 《╄]〈╇╁┿╊を ]¨╋┿ ′¨╋┿ ̈ ╈

9:59 ‶╄[╄[｠╁ ╁╄】┿′╇ぅ

10:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

11:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』-

′¨╈ ╂╄[╋┿′╇╇

12:00 ╃/《 ╁ ‶¨╇]╉┿》 【╄[╊¨╉┿ 》¨╊╋]┿

13:00 ╃/] [╇╋]╉┿ぅ ╇╋‶╄[╇ぅ

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

15:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

16:00 ╃/《 ]〈¨〉′》╄′╃╅

17:00 ╃/《 ]┿╋〉[┿╈]╉╇╈ 《╄]〈╇╁┿╊を ]¨╋┿ ′¨╋┿ ̈ ╈

18:00 ╃/] ╃┿[ 《¨〈¨╂[┿《╇╇

19:00 ╃/] 1989-1990: ‶¨]╊╄╃′╇╈ ╂¨╃ ╁¨]〈¨』-

′¨╈ ╂╄[╋┿′╇╇

20:00 ╃/] ╋｠ - ╄╁[¨‶╄╈『｠

21:00 ╃/《 〈┿╈′┿ ╂╇╀╄╊╇ «╋ぁ[╇ [¨〉╆»

22:00 ╃/] 《[ぁ′╉ ]╇′┿〈[┿ ╇ ╋┿《╇ぅ

23:00 ╃/] ╂╄[¨╇, ╋╇《｠ ╇ ′┿『╇¨′┿╊を′┿ぅ ╉〉》′ぅ

6.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》
6.30 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»
7.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «′╄[┿╁′｠╈ ╀[┿╉»
12.00 》/《 «〈┿′『‶╊¨】┿╃╉┿»
13.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»
14.00 «╆╁┱╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を»
15.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00, 05.10 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 》/《 «╉¨╂╃┿ ╄┱ ]¨╁]╄╋ ′╄ ╅╃┱【を…»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «ぁ〈¨ ╋｠ ′╄ ‶[¨》¨╃╇╊╇»
01.40 〈/] «]〈[┿]〈╇»
02.40 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»
03.35 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

6.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»
7.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
9.30 «′╄[┿╁′｠╈ ╀[┿╉»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 》/《 «┿╊┱【╉╇′┿ ╊ぃ╀¨╁を»
12.45 «╁╉〉]｠ ╋╇[┿»
13.00 》/《 «ぁ〈¨ ╋｠ ′╄ ‶[¨》¨╃╇╊╇»
15.00 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00, 05.05 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 》/《 «╉¨╂╃┿ ╄┱ ]¨╁]╄╋ ′╄ ╅╃┱【を…»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «′┿ ]╄╋╇ ╁╄〈[┿》»
01.45 〈/] «]〈[┿]〈╇»
02.45 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»
03.40 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

5.55 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»
7.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «′╄[┿╁′｠╈ ╀[┿╉»
12.00 》/《 «′┿ ]╄╋╇ ╁╄〈[┿》»
14.00 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»
14.30 «′╄¨╀｠╉′¨╁╄′′｠╄ ]〉╃を╀｠»
15.00 «╆╁┱╆╃′┿ぅ ╅╇╆′を»
16.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00, 04.50 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 》/《 «╉¨╂╃┿ ╄┱ ]¨╁]╄╋ ′╄ ╅╃┱【を…»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 》/《 «【╉¨╊を′｠╈ ╁┿╊を]»
01.30 〈/] «]〈[┿]〈╇»
02.30 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»
03.20 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

5.50 «′¨╁¨]〈╇-41»
6.30 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»
7.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»
9.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»
11.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
11.30 «′╄[┿╁′｠╈ ╀[┿╉»
12.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «【╉¨╊を′｠╈ ╁┿╊を]»
14.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
17.00, 05.00 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»
18.00 〈/] «′┿【 ╃¨╋┿【′╇╈ ╋┿╂┿╆╇′»
18.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»
19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»
20.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╉¨╂╃┿ ╄┱ ]¨╁]╄╋ ′╄ 

╅╃┱【を…»
22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»
23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»
23.45 《┿′〈┿]〈╇╉┿ «〈┿╈′┿ ╁╄』′¨╈ ′¨』╇»
01.15 〈/] «]〈[┿]〈╇»
02.15 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»
03.10 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

5.50 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.30 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»

7.00 «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»

8.00 〈/] «¨′┿ ′┿‶╇]┿╊┿ 〉╀╇╈]〈╁¨»

9.00 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

9.30 «╇′¨]〈[┿′′┿ぅ ╉〉》′ぅ»

10.00 〈/] «《┿╁¨[╇〈╉┿»

11.00 》/《 «〈╇》╇╈ ╃¨′»

17.15 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

18.30 «╋┿〈を ╇ ╃¨』を». ┿╆╇╆┿ ╇ ╄┱ ╋┿╋┿ [┿《╇╉┿ 

》┿╈╃┿[¨╁┿

19.00 ╂╊┿╁′｠╄ ′¨╁¨]〈╇

19.25 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

19.35 «‶¨╊╄╆′｠╈ ╁╄』╄[»

20.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]╊〉【┿〈╄╊を»

22.05 〈/] «╃¨╉〈¨[ 》┿〉]»

23.00 «′¨╁¨]〈╇-41»

23.35 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

23.45 ╉¨╋╄╃╇ぅ «¨‶┿]′¨ ╃╊ぅ ╅╇╆′╇!»

01.35 〈/] «]〈[┿]〈╇»

02.35 «]╇╊を′¨╄ ╊╄╉┿[]〈╁¨»

03.30 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

05.10 «]╉┿╅╇, 』〈¨ ′╄ 〈┿╉?!»

5.50 «′¨╁¨]〈╇-41»

6.20 «╃╄′を ╂¨[¨╃┿»

6.30 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»

7.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

7.30 〈/] «[╄╋╇′╂〈¨′ ]〈╇╊»

9.30 «╅╇╁｠╄ ╇]〈¨[╇╇»

10.30 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «╃╅╄╈′ ぁ╈[»

15.30 «]‶[¨]╇〈╄ ‶¨╁┿[┿»

16.00 «╅╄′]╉┿ぅ 《¨[╋┿»

17.00 «╆╁┱╆╃′｠╄ ]¨‶╄[′╇『｠»

18.00 «╉〉》′ぅ»

18.30 «‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》»

19.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

19.30 〈/] «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»

23.00 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

00.00 ╋╄╊¨╃[┿╋┿ «[¨╃′┿ぅ ╉[¨╁を»

01.45 ]╄╋╄╈′┿ぅ ╃[┿╋┿ «¨〈』╇╋»

03.50 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»

04.15 «╋¨╊¨╃｠╄ ╇ ╃╄[╆╉╇╄»

6.00 «‶¨]╊╄]╊¨╁╇╄»

6.30 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»

7.00 ‶[¨ 〉]┿〈｠》 ╇ 》╁¨]〈┿〈｠》

7.45 》/《 «[¨╃′┿ぅ ╉[¨╁を»

9.30 «╉〉》′ぅ»

10.00 ╉╇′¨‶¨╁╄]〈を «‶[╄╃]╄╃┿〈╄╊を»

13.15 ╉¨╋╄╃╇╈′¨╄ 【¨〉 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

13.30 «╄╃┿ ] ┿╊╄╉]╄╄╋ ╆╇╋╇′｠╋»

14.00 «╃╄╊¨ ┿]〈┿》¨╁┿»

16.00 ╃[┿╋┿ «╀╄╊｠╈ ¨╊╄┿′╃[»

18.00 «╁╉〉] ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╈»

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

19.00 «╁╉〉] ╅╇╆′╇»

19.30 〈/] «′╄ [¨╃╇]を ╉[┿]╇╁¨╈»

23.00 ╉¨╋╄╃╇╈′¨╄ 【¨〉 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»

23.30 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»

00.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]╊〉【┿〈╄╊を»

02.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╁｠╉〉‶»

03.40 «╂¨[¨╃]╉¨╄ ‶〉〈╄【╄]〈╁╇╄»

7.05 ╃/《 «╉〈¨ ╆┿‶╊┿〈╇╊ ╊╄′╇′〉. 〈┿╈′┿ ╁╄╉┿»

8.00 ]╄╈』┿]

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ぅ[¨╁┿ぅ»

11.35, 12.30 》/《 «╉ [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇ぃ ‶[╇]〈〉‶╇〈を», 

2 ]╄[╇ぅ

12.00, 15.00 ]╄╈』┿]

15.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』

19.00, 22.00 ]╄╈』┿]

19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[

20.00 ╃/《 «‶[¨╂〉╊╉╇ ]¨ ╊を╁┿╋╇»

21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

22.30 》/《 «【╄]〈¨╈»

00.10 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉

01.15 ′¨』を ′┿ ‶ぅ〈¨╋

01.45 》/《 «]╋╄[〈を ╁ ぁ《╇[╄»

03.35 ╋┿[【[〉〈╉┿

04.05 ╃/《 «╆┿‶〉]╉ ╁ ╉¨]╋¨]. ‶¨╄》┿╊╇!»

7.05 ╃/《 «〈┿╀╊╄〈╉┿ ‶[┿╁╃｠»
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 》/《 «′╄╈〈[┿╊を′｠╄ ╁¨╃｠»
11.35 》/《 «╇】╇〈╄ ╅╄′】╇′〉»
12.00, 15.00 ]╄╈』┿]
12.30 》/《 «╇】╇〈╄ ╅╄′】╇′〉» (‶[¨╃¨╊╅╄′╇╄)
15.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/《 «]╄╋をぅ ╂╄‶┿[╃¨╁»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.30 〈/] «╃¨′′┿ ╊╄¨′. [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄ ╁ 

╁╄′╄『╇╇»
00.20 》/《 «〉╇╋╀╊╃¨′»
02.20 ′¨』を ′┿ ‶ぅ〈¨╋
02.50 ╃/] «《[ぁ′╉ ]╇′┿〈[┿. ぁ〈¨ ╀｠╊╇ ╊〉』【╇╄ 

╂¨╃｠»
03.45 ╋┿[【[〉〈╉┿
04.15 ╃/《 «]╄╉╁¨╈ぅ. ┿′┿〈¨╋╇ぅ ╂╇╂┿′〈┿»

7.05 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 》/《 «]╊〉╅╇╊╇ ╃╁┿ 〈¨╁┿[╇】┿»
11.25, 04.35 ╃/] «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′╃｠ 

╉〉]〈¨»
12.00, 15.00 ]╄╈』┿]
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.05 》/《 «〈┿╈′｠ ╀〉[╂〉′╃]╉¨╂¨ ╃╁¨[┿»
15.30 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/] «]┿╋｠╄ ¨‶┿]′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ ╋╇[┿»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.30 〈/] «╃¨′′┿ ╊╄¨′. [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄ ╁ 

╁╄′╄『╇╇»
00.20 》/《 «┿╉┿╃╄╋╇ぅ ]╋╄[〈╇»
02.40 ′¨』を ′┿ ‶ぅ〈¨╋
03.05 ╃/] «《[ぁ′╉ ]╇′┿〈[┿. ぁ〈¨ ╀｠╊╇ ╊〉』【╇╄ 

╂¨╃｠»
04.05 ╋┿[【[〉〈╉┿

7.00 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ
8.00 ]╄╈』┿]
8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
9.25 》/《 «╀╄╊¨[〉]]╉╇╈ ╁¨╉╆┿╊»
11.25, 04.30 ╃/] «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′-

╃｠ ╉〉]〈¨»
12.00, 15.00 ]╄╈』┿]
12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
13.10 》/《 «【╄]〈¨╈»
15.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»
17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ
18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
19.00, 22.00 ]╄╈』┿]
19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[
20.00 ╃/] «]┿╋｠╄ ¨‶┿]′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ ╋╇[┿»
21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇
22.30 〈/] «╃¨′′┿ ╊╄¨′. [┿]]╊╄╃¨╁┿′╇╄ ╁ 

╁╄′╄『╇╇»
00.20 》/《 «〈[¨′ ╁ ╉[¨╁╇»
02.35 ′¨』を ′┿ ‶ぅ〈¨╋
03.05 ╃/] «《[ぁ′╉ ]╇′┿〈[┿. ぁ〈¨ ╀｠╊╇ ╊〉』【╇╄ 

╂¨╃｠»
04.00 ╋┿[【[〉〈╉┿

7.00 ╅╇╁┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ

8.00, 12.00 ]╄╈』┿]

8.30 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

9.25 》/《 «〈┿╀┿』′｠╈ ╉┿‶╇〈┿′»

11.10, 04.15 ╃/] «‶¨╃╁¨╃′┿ぅ ¨╃╇]]╄ぅ ╉¨╋┿′-

╃｠ ╉〉]〈¨»

12.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[

13.00 》/《 «┿] ╇╆ ┿]¨╁»

15.00, 19.00 ]╄╈』┿]

15.35 〈/] «╁╄』′｠╈ ╆¨╁»

17.00 ¨〈╉[｠〈┿ぅ ]〈〉╃╇ぅ

18.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』

19.30 [╄┿╊を′｠╈ ╋╇[

20.00 ╃/] «]┿╋｠╄ ¨‶┿]′｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄ ╋╇[┿»

21.00 ]〉╃ ╁[╄╋╄′╇

22.00 》/《 «╉[┿╅┿»

00.40 》/《 «‶をぃ】╇╄ ╉[¨╁を»

02.45 ╃/] «《[ぁ′╉ ]╇′┿〈[┿. ぁ〈¨ ╀｠╊╇ ╊〉』【╇╄ 

╂¨╃｠»

03.45 ╋┿[【[〉〈╉┿

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

》┿′〈╄[¨╋»

7.00 ╃/《 «]╊¨′｠. ╁¨╆╁[┿】╄′╇╄ ╉ ‶[╇[¨╃╄»

8.00 ╉╊〉╀ ╆′┿╋╄′╇〈｠》 》〉╊╇╂┿′¨╁

8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠

10.00 》/《 «╋┿[╉┿ ]〈[┿′｠ ╂¨′╃╄╊〉‶｠»

11.05 》/《 «〈┿╄╅′┿ぅ ‶¨╁╄]〈を»

13.05 ╊╇』′｠╄ ╁╄】╇

14.05 』╄╊¨╁╄╉. ╆╄╋╊ぅ. ╁]╄╊╄′′┿ぅ

15.05 ╃/] «╇]〈¨[╇』╄]╉╇╄ 》[¨′╇╉╇»

16.00 ]╄╈』┿]

16.30 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉╇╄ 〉╀╇╈]〈╁┿»

20.40 》/《 «╃╄╊¨╁｠╄ ╊ぃ╃╇»

22.20 》/《 «╁┿-╀┿′╉»

00.20 》/《 «]╃¨》′╇»

02.10 》/《 «′¨』を, ╉¨〈¨[〉ぃ ╋｠ ′┿╆｠╁┿╄╋ ╃′┱╋»

04.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

05.00 ╋┿[【[〉〈╉┿

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

7.00 ╃/《 «〈┿╈′｠ ╃╇╉¨╂¨ ╊¨]ぅ»
8.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.05 》/《 «′╄ ╂¨[ぃ╈!»
10.00 ╃/《 «》╇】′╇╉ ′┿ 〈[¨‶╄ ╁¨╈′｠. ┿╉〉╊┿»
11.00 【┿╂╇ ╉ 〉]‶╄》〉
12.00 ╇]〈¨[╇╇ ╇╆ ╀〉╃〉】╄╂¨
12.35 ╁ ′┿【〉 ╂┿╁┿′を ╆┿》¨╃╇╊╇ ╉¨[┿╀╊╇...
13.35 ╁]〈[╄』╇ ′┿ ╋¨》¨╁¨╈
14.35 》/《 «‶〉〈╄【╄]〈╁╇ぅ ╂〉╊╊╇╁╄[┿»
18.30 ╂╊┿╁′¨╄
19.30 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋
19.40 ╃/《 «╁¨╆[┿]〈 ╃¨╅╇〈╇ぅ»
20.45 ╉┿[〈╇′┿ ╋┿]╊¨╋
21.30 》/《 «╃╄╊¨ [〉╋ぅ′『╄╁┿»
23.35 》/《 «╂¨ぁ╋¨′»
02.05 ╃/] «╂¨╊╊╇╁〉╃ ‶[¨〈╇╁ ╋┿《╇╇»
03.50 ╋┿[【[〉〈╉┿
04.20 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
9.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
10.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «′╄╅╃┿′′¨-′╄╂┿╃┿′′¨»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
1 8 . 0 0  ╃ ╄ ‶ ┿ [ 〈 ┿ ╋ ╄ ′ 〈  ] ¨ ╀ ] 〈 ╁ ╄ ′ ′ ¨ ╈ 

╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.05, 05.00 «〈┿╈′｠ 〈╄╊┿»
01.45 》/《 «‶[╇╆′┿〈を ╁╇′¨╁′｠╋»
03.10 》/《 «]┿╀╊╄╆〉╀┿ぅ 〈╁┿[を»
04.30 ]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨
04.55 «6 ╉┿╃[¨╁»

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

′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.35 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.05, 04.55 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»
02.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.10 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.00 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
9.30, 14.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
10.30 》/《 «′╄‶¨╀╄╃╇╋｠╈»
12.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
1 8 . 0 0  ╃ ╄ ‶ ┿ [ 〈 ┿ ╋ ╄ ′ 〈  ] ¨ ╀ ] 〈 ╁ ╄ ′ ′ ¨ ╈ 

╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.35 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.00, 04.50 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»
02.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.00 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.00 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
9.30, 14.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
10.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╉╇〈┿╈]╉╇╈ ]╄[╁╇╆»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
1 8 . 0 0  ╃ ╄ ‶ ┿ [ 〈 ┿ ╋ ╄ ′ 〈  ] ¨ ╀ ] 〈 ╁ ╄ ′ ′ ¨ ╈ 

╀╄╆¨‶┿]′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.35 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.05, 04.50 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»
02.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.05 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.00 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 «〈｠]ぅ』┿ ╋╄╊¨』╄╈»
8.30, 12.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
9.30 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
10.30 》/《 «╉┿╋｠【¨╁｠╈ [┿╈»
13.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
14.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
15.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
16.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
16.30, 19.30 «╁′╄ ╆┿╉¨′┿»
17.00 «]〉╃╄╀′｠╄ ]〈[┿]〈╇»
18.00 ╃╄‶┿[〈┿╋╄′〈 ]¨╀]〈╁╄′′¨╈ ╀╄╆¨‶┿]-

′¨]〈╇
18.30 «╃╄′を»
20.00 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
21.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.00 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.30 «╀[┿』′¨╄ 』〈╇╁¨»
01.00, 04.50 〈/] «╀╄╆╋¨╊╁′｠╈ ]╁╇╃╄〈╄╊を»
02.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.00 〈/] «╇】╄╈╉┿»
04.00 «╃╇┿╂′¨╆: 〉╀╇╈]〈╁¨»

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

』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿»
13.30 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
14.30 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
16.30 》/《 «『╄‶を»
18.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
19.00 》/《 «╋¨【╄′′╇╉╇»
21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
22.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
22.55 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.30 〈[╇╊╊╄[ «‶[╇╂¨╁¨[╄′′｠╈»
02.20 》/《 «╋¨【╄′′╇╉╇»
04.20 ╃/《 «¨〈 [¨╅╃╄′╇ぅ ╃¨ ]╋╄[〈╇»

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

』┿]〈′¨╂¨ ]｠]╉┿»
13.30, 05.00 «]┿╋¨╄ ]╋╄【′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
14.30 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
16.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁ «『╄‶を»
18.30 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
19.00 》/《 «]¨╀┿』を╄ ╃╄╊¨»
21.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 《┿╈╊｠»
22.00 «╃¨[¨╅′｠╄ ╁¨╈′｠»
22.30 «〉╊╄〈′¨╄ ╁╇╃╄¨ ‶¨-[〉]]╉╇»
23.00 «╂¨╊｠╄ ╇ ]╋╄【′｠╄»
00.00 «′┿ ╇╆╋╄′╄»
00.30 》/《 «╋┿╊╄′を╉┿ぅ ╁╄[┿»
03.10 》/《 «‶¨]╊┿′′╇╉╇»
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6:05, 21:05 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
6:45, 11:00 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
7:00, 15:55 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
7:30 ]╊╄╃¨‶｠〈
8:00 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
8:15 ╀┿╈╉╇
8:40 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
9:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
9:30 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
9:55 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 《[┿′『〉╆¨╁ ′┿ ╁¨╊╂╄
11:20 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
12:00 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
12:15 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ′┿ ┿′╃┿╋┿′]╉╇》 

¨]〈[¨╁┿》
13:10, 4:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
13:40 ′┿》╊｠]〈
14:10 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
14:25 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
14:50 ¨》¨〈┿ ′┿ ╁┿╊を╃【′╄‶┿ ╁ ╀¨]′╇╇
16:15 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
16:45 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
17:40 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
18:10 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
18:35 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
19:00 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
19:40 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
20:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
20:40 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
21:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
22:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
22:30 ]╊╄╃¨‶｠〈
23:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
23:30 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
23:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
0:25 ╀╊┿╂¨〉]〈[¨╈]〈╁¨  ‶[〉╃¨╁  ╇  ╇》 

¨╀]╊〉╅╇╁┿′╇╄
1:30 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
2:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
2:45 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
3:20 ¨》¨〈┿ ╁ ┿╁]〈[╇╇
5:00 ′┿》╊｠]〈
5:40 ¨]〈[¨╁ ╉[┿]′¨╂¨ ╀〉╈╁¨╊┿

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

6:20, 21:20 ╁╇【′╄╁┿ぅ ╉¨]〈¨』╉┿
6:50, 12:30 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
7:15, 2:00 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
7:45 ]′┿]〈╇
8:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
8:40 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
9:05, 0:05 ┿╊を╋┿′┿》 ]〈[┿′]〈╁╇╈
9:45, 13:15 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
10:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
10:30 ]╊╄╃¨‶｠〈
11:00 ╋╇[ ‶¨╃╁¨╃′¨╈ ¨》¨〈｠
11:15 ╀┿╈╉╇
11:40 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
12:00 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
12:45 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
13:30, 19:40 ¨〈 ′┿【╄╂¨ 【╄《┿
13:45 ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 《[┿′『〉╆¨╁ ′┿ ╁¨╊╂╄
14:50 ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ [｠╀┿╊╉┿ ′┿ ┿′╃┿╋┿′]╉╇》 

¨]〈[¨╁┿》
15:45 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
16:20 ′┿》╊｠]〈
16:50 ¨》¨〈┿ ′┿ ╁┿╊を╃【′╄‶┿ ╁ ╀¨]′╇╇
17:45 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
18:15 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
18:30 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
18:55, 20:10 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
21:50 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
22:15 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
22:45 ╇]〈¨[╇╇ ¨》¨〈｠ ¨〈 ‶┿╁╊┿ ╂〉]╄╁┿
23:00 ╊╇』′｠╈ ¨‶｠〈
23:40, 5:45 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
0:45 ╋┿]〈╄[-╉╊┿]]
1:00 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
1:30 ]╊╄╃¨‶｠〈
2:30 ‶╊┿′╄〈┿ [｠╀┿╉┿
2:45 ╀¨╊を【┿ぅ ¨》¨〈┿
3:25 ╀╊┿╂¨〉]〈[¨╈]〈╁¨ ‶[〉╃¨╁ ╇ ╇》 ̈ ╀]╊〉╅╇-

╁┿′╇╄
4:30 ┿《[╇╉┿′]╉┿ぅ ¨》¨〈┿
5:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄

6:20 ¨》¨〈┿ ╁ ┿╁]〈[╇╇
7:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
8:00 ′┿》╊｠]〈
8:40 ¨]〈[¨╁ ╉[┿]′¨╂¨ ╀〉╈╁¨╊┿
9:45 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
10:10 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
10:25 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
11:00 ╉╊╄╁¨╄ ╋╄]〈¨
11:40 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
12:40 ╋┿]〈╄[ [｠╀¨╊¨╁
13:15 ] 〉╃¨』╉¨╈ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ¨╉╄┿′╄
13:40 [｠╀┿╊╉┿ ╁ ¨〈╉[｠〈¨╋ ╋¨[╄
14:05 ╇]〈¨[╇ぅ ¨》¨〈｠
14:35 ]╄╉[╄〈｠ [｠╀┿╊╉╇
14:55 ‶¨╃ ╁¨╃¨╈ ] [〉╅を╄╋
15:35 ぁ╉]〈[╄╋┿╊を′┿ぅ ̈ 》¨〈┿ ╁ ]〈[┿′╄ ′╄╀╄]′｠》 ╂̈ [
16:30 ¨》¨〈┿ ╀╄╆ ╂[┿′╇『
17:25 ╁╇【′╄╁┿ぅ ╉¨]〈¨』╉┿
17:55 ]′┿]〈╇ ╇ ]′┿[ぅ╅╄′╇ぅ
18:10 ╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ ╉[〉‶′¨╈ [｠╀¨╈
18:45 ]╄╉[╄〈｠ ¨》¨〈｠
19:05 ¨]¨╀╄′′¨]〈╇ ¨》¨〈｠ ′┿ [〉]╇
19:35 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
20:05 ╂¨[╃¨′ ╁ ╆┿]┿╃╄
20:45 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
21:20 ぃ′｠╄ ¨》¨〈′╇『｠
22:30 ╋¨〈¨╊¨╃╉╇
23:00 ′┿》╊｠]〈
23:40 〈┿′╆┿′╇ぅ: ╇]〈¨[╇ぅ ¨╃′¨╂¨ ]┿《┿[╇
0:45 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ [｠╀┿╊╉╄
1:10 ¨》¨〈┿ ╇ [｠╀┿╊╉┿
1:35 ¨》¨〈┿ ╁ ′¨╁¨╋ ]╁╄〈╄
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ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß ØÅÄÅÂÐÛ 
┥┿┯┤ ┯┬ «┮┴┩┭┺┩┴┲┦┤ ┵┲┱┤┶┤» ┳┲┦┩┵┶╀╂ ┲┥ ┲┶┱┲┼┩┱┬╃┹ ┶┲┯┵┶┲┧┲ ┬ ┵┲┸╀┬ ┤┱┨┴┩┩┦┱┿?

╄かっくぇ ╁¨╈〈╇′]╉┿ぅ, ゅかぇゃくにえ ぉうぉかうけゅさぇそ ╀っさひいけゃしおけえ 『╀]

20 ′¨ぅ╀[ぅ (7 くけはぉさは こけ しすぇさけきせ しすうかの) うしこけかくうかけしぬ 100 かっす しけ ょくは しきっさ-
すう ゃっかうおけゅけ きぇしすっさぇ しかけゃぇ ╊.′. 〈けかしすけゅけ. ╁ ねすけす ょっくぬ 1911 ゅけょぇ ╊っゃ 

′うおけかぇっゃうつ こけおうくせか しゃけひ うきっくうっ ゃ ぅしくけえ ‶けかはくっ, しっきぬの, つすけぉに せあっ くうおけゅょぇ 
くっ ゃけいゃさぇとぇすぬしは. ╄ゅけ こせすぬ かっあぇか ゃ ¨こすうくせ こせしすにくぬ, ぇ いぇすっき ゃ ′けゃけつっさおぇししお. 
〉たけょ はゃうかしは うすけゅけき きくけゅけかっすくうた さぇいくけゅかぇしうえ し しっきぬひえ. 〈けかしすけえ ぉにか ゃっかうお くっ 
すけかぬおけ おぇお こうしぇすっかぬ, くけ う きにしかうすっかぬ. ¨く ょせきぇか け くっけぉたけょうきけしすう こっさっせしすさけえ-
しすゃぇ ゅけしせょぇさしすゃぇ, ぇ くぇつぇすぬ たけすっか し きぇかけゅけ – ういきっくっくうは あういくっくくけゅけ せおかぇょぇ ゃ 
しゃけひき うきっくうう.

«╅うすぬ ゃ ぅしくけえ. ]ぇきぇさしおうえ ょけたけょ けすょぇすぬ 
ょかは ぉっょくにた  う ておけかに ゃ ]ぇきぇさっ. ′うおけかぬ-
しおうえ ょけたけょ すけつくけ すぇお あっ. ]っぉっ, す.っ. くぇき 
し あっくけえ う きぇかにきう ょっすぬきう, けしすぇゃうすぬ こけおぇ 
ょけたけょ ぅしくけえ ‶けかはくに, けす 2-た ょけ 3-た すにしはつ. 
¨ゅさぇくうつうゃぇすぬ おぇお きけあくけ しゃけう こけすさっぉくけ-
しすう う ぉけかぬてっ ょぇゃぇすぬ, つっき ぉさぇすぬ, お つっきせ う 
くぇこさぇゃかはすぬ ゃしっ しうかに う ゃ つひき ゃうょっすぬ ちっかぬ 
う さぇょけしすぬ あういくう». ‶さう すぇおうた かうぉっさぇかぬ-
くにた ゃいゅかはょぇた ╊ぬゃぇ ′うおけかぇっゃうつぇ うきっくうっ 
くっ ぉにかけ こさけちゃっすぇのとうき: ういぉに う ょけさけゅう せ 
しけしっょっえ  くぇたけょうかうしぬ ゃ かせつてっき しけしすけはくうう, 
こけかは けぉさぇぉぇすにゃぇかうしぬ ねそそっおすうゃくっっ. ╄ゅけ 
あっ おさっしすぬはくっ あうかう ゃ せしかけゃうはた ょけゃけかぬくけ 
こさうきうすうゃくにた, こぇたぇかう しけたけえ, ぉにかう うしおかの-
つうすっかぬくけ ぉっょくに. ]けぉしすゃっくくにっ くぇょっかに 
ぉにかう くっぉけかぬてうきう, ゃしっ さぇぉけすぇかう くぇ こけかはた 
こけきっしすぬは 〈けかしすにた. ╊っゃ ′うおけかぇっゃうつ けしすさけ 
けしけいくぇゃぇか しうすせぇちうの う たけすっか おぇさょうくぇかぬくにた 
こっさっきっく. ¨ょくぇおけ くう あっくぇ, ]けそぬは ┿くょさっ-
っゃくぇ, くう しすぇさてうっ ょっすう, ]っさゅっえ う 〈ぇすぬはくぇ, 
しけゃっさてっくくけ くっ しけぉうさぇかうしぬ «けこさけとぇすぬしは», 
ょけゃけかぬしすゃけゃぇすぬしは きぇかにき. 

╅ういくぬ ゃ ぅしくけえ ‶けかはくっ ぉにかぇ しゃけぉけょ-
くけえ, かひゅおけえ: かっすけき – おせこぇくうっ ゃ さっおっ, っいょぇ 
ゃっさたけき うかう ゃ ねおうこぇあっ, きくけゅけつうしかっくくにっ 
すさぇこっいに. ╁ 8 せすさぇ こけょぇゃぇかしは こっさゃにえ いぇ-
ゃすさぇお: つぇえ, たかっぉ う きひょ; ゃ 11 – きはしけ, けゃけ-
とう, おゃぇし う おさぇしくけっ ゃうくけ. ╁ つぇし ょくは ぉにか 

ゃすけさけえ いぇゃすさぇお: しせこ, きはしけ う す.ょ. ‶けいょくっっ 
くぇしすせこぇか こけかょくうお ゃ しぇょせ,  けぉっょ – こけかくぇは, 
くけ くっ ょかうすっかぬくぇは すさぇこっいぇ, ゃ ゃけしっきぬ せあうく 
し たかっぉけき, きひょけき, っしかう いぇしうあうゃぇかうしぬ ょけ-
こけいょくぇ, かひゅおぇは いぇおせしおぇ けおけかけ 11 つぇしけゃ 
ゃっつっさぇ. 〈けかしすけえ こうすぇかしは ゅかぇゃくにき けぉさぇ-
いけき たかっぉけき う きけかけおけき, お きはしせ う ゃうくせ くっ 
こさうおぇしぇかしは.  ╋くけゅけつうしかっくくにっ すさぇこっいに 
けおぇいにゃぇかうしぬ ゃっしひかにきう しけぉさぇくうはきう. ╀っ-
しっょぇ ゃっかぇしぬ くぇ ゃにしけおけき うくすっかかっおすせぇかぬ-
くけき せさけゃくっ. ¨ぉとぇかうしぬ くぇ そさぇくちせいしおけき, 
ぇくゅかうえしおけき, うくけゅょぇ  うすぇかぬはくしおけき はいにおぇた. 
╊っゃ ′うおけかぇっゃうつ ゅけゃけさうか こけ-ぇくゅかうえしおう し 
っょゃぇ いぇきっすくにき ぇおちっくすけき. 

╅っくぇ こうしぇすっかは, ]けそぬは ┿くょさっっゃくぇ, ぉにかぇ 
こけ-しゃけっきせ くっいぇせさはょくけえ あっくとうくけえ, ゃっさ-
くけえ う かのぉはとっえ あっくけえ, いぇぉけすかうゃけえ きぇすっ-
さぬの. ╇い 13 ょっすっえ, おけすけさにた けくぇ さけょうかぇ,11 
ゃにおけさきうかぇ しけぉしすゃっくくけえ ゅさせょぬの. ╇い こっさ-
ゃにた 30 かっす いぇきせあくっえ あういくう けくぇ ぉにかぇ 
ぉっさっきっくくぇ 117 きっしはちっゃ, す.っ. 10 かっす, ゃ すけ 
あっ ゃさっきは  せしこっゃぇかぇ ゃっしすう ゃしひ しかけあくけっ 
たけいはえしすゃけ. ]ぇきぇ こっさっこうしにゃぇかぇ «╁けえくせ う 
きうさ», «┿くくせ ╉ぇさっくうくせ» う ょさせゅうっ こさけうい-
ゃっょっくうは こけ 8, 10, ぇ すけ う 20 さぇい. ¨くぇ ぉにかぇ 
けつっくぬ しっさぬひいくけえ, くっさゃくけえ, しけゃっさてっくくけ 
くっ こけくうきぇかぇ のきけさぇ. ‶けしすけはくくぇは けいぇぉけ-
つっくくけしすぬ ]けそぬう ┿くょさっっゃくに くっきくけゅけ すは-
ゅけすうかぇ けおさせあぇのとうた. ¨くぇ さっょおけ けす ょせてう 
ゃっしっかうかぇしぬ. ╋ぇさうは ]っさゅっっゃくぇ ╀うぉうおけゃぇ, 
こかっきはくくうちぇ ╊ぬゃぇ ′うおけかぇっゃうつぇ, ゃしこけきう-
くぇっす ]けそぬの ┿くょさっっゃくせ おぇお くっさゃくせの う 
ゃかぇしすくせの, ゃにしけおけきっさくせの たけいはえおせ, さぇいょぇ-
ゃぇゃてせの こさうおぇいぇくうは う ぉさぇくうゃてせの いぇ くっ-
うしこけかくっくうっ, ゅさせぉけ う さっいおけ おさうつぇゃてせの くぇ 
ょっすっえ. ╃させゅうっ しけゃさっきっくくうおう けすきっつぇのす, 
つすけ けくぇ せきっかぇ ぉにすぬ こさうはすくけえ, けあうゃかひく-
くけえ う せきくけえ, きぇかけ さぇししせあょぇかぇ け あういくう 
う けぉとっしすゃっくくけき こさけゅさっししっ. ‶さう ゃしっえ くっ-

したけあっしすう たぇさぇおすっさけゃ しせこさせゅけゃ, うた ししけさに 
きけゅかう ぉにすぬ ょけゃけかぬくけ かけおぇかぬくにきう う さぇい-
くけゅかぇしうは くっいくぇつうすっかぬくにきう. ′け きぇしてすぇぉ 
〈けかしすけゅけ おぇお きにしかうすっかは こけょゃうゅぇか っゅけ お 
こっさっせしすさけえしすゃせ けおさせあぇのとっゅけ きうさぇ う しけぉ-
しすゃっくくけえ あういくう, つすけ ぉにかけ くっこさうっきかっきけ う 
くっこけくはすくけ ょかは しっきぬう.

]すけかおくけゃっくうは し ]けそぬっえ ┿くょさっっゃくけえ 
こけしすっこっくくけ しすぇかう  ねかっきっくすけき しっきっえくけえ 
あういくう. ]すにつおう ぉにかう う しけ しすぇさてうきう ょっすぬ-
きう, こにすぇゃてうきうしは けすしすけはすぬ しゃけの くっいぇゃう-
しうきけしすぬ けす しうかぬくけゅけ くぇこけさぇ けすちぇ. ╁ 1884 
ゅけょせ しっきっえくにっ しおぇくょぇかに しけすさはしぇかう ぅしくせの 
‶けかはくせ. 〈けかしすけえ つせゃしすゃけゃぇか しっぉは けょうくけおうき 
う けおさせあひくくにき ょけきぇてくうきう ゃさぇゅぇきう. ]うすせぇ-
ちうは けしかけあくはかぇしぬ くけゃけえ ぉっさっきっくくけしすぬの 
あっくに. ╁ うのくっ 1884 ゅけょぇ さけょうかぇしぬ ┿かっおしぇく-
ょさぇ. [けょに くっ しきはゅつうかう さぇいくけゅかぇしうえ きっあょせ 
しせこさせゅぇきう, しおけさっっ くぇこさけすうゃ. ╉けくっつくけ, 
しかせつぇかうしぬ う ょかうすっかぬくにっ こっさっきうさうは, うょうか-
かうつっしおうっ しけゃきっしすくにっ しかひいに, いぇょせてっゃくにっ 
ぉっしっょに. ′け ねすけ ぉにかう うきっくくけ こっさっょにておう, 
いぇすうてぬっ こっさっょ ぉせさはきう.

 〈けかしすけえ ゃしひ つぇとっ けとせとぇっす しっぉは ゃ さけかう 
のさけょうゃけゅけ う くぇょけっゃてっゅけ しゃけうきう くっうしこけか-
くうきにきう こさけこけゃっょはきう つせょぇおぇ. ╃せきぇっす う け 
ょさせゅうた いくぇおけきにた しっきぬはた, せきくにた う たけさけてうた 
かのょはた, くけ すぇお こかけたけ う ょせさくけ あうゃせとうた. 
╊ぬゃせ ′うおけかぇっゃうつせ こさっょしすぇゃかはっすしは ゅかぇゃくけえ 

こさうつうくけえ しかぇぉけしすう ねすうた かのょっえ  
さぇぉしおぇは いぇゃうしうきけしすぬ けす あっく-
とうく, けす うた «くけつくけゅけ こさぇゃぇ». 
ぁすう さぇいきにてかっくうは – こけょしすせこに お 
«╉さっえちっさけゃけえ しけくぇすっ». ′っ こけ-
しかっょくのの さけかぬ ゃ しけいょぇくうう こけ-
ゃっしすう しにゅさぇかう う きせいにおぇかぬくにっ 
ゃけしこさうはすうは こうしぇすっかは. ‶さけういゃっ-
ょっくうっ ╀っすたけゃっくぇ 〈けかしすけえ しかに-
てぇか きくけゅけ さぇい, くけ けしけぉっくくけ 
はさおけっ ゃこっつぇすかっくうっ けしすぇゃうかぇ 
すぇかぇくすかうゃぇは こうぇくうしすおぇ ╂っかぬ-
ぉうゅ, おけすけさぇは うしこけかくうかぇ «╉さっえ-
ちっさけゃせ しけくぇすせ» かっすけき 1887 
ゅけょぇ ゃ ぅしくけえ ‶けかはくっ.

╁ «╉さっえちっさけゃけえ しけくぇすっ» 
きせいにおぇ ╀っすたけゃっくぇ いゃせつうす おぇお 
しすさぇてくぇは, さぇいょさぇあぇのとぇは, さぇい-
させてうすっかぬくぇは しうかぇ. ¨くぇ いぇさぇ-

あぇっす つせあうきう つせゃしすゃぇきう, くぇしうかぬくけ けすさにゃぇは 
けす しゃけうた こっさっあうゃぇくうえ. ぁすけ きくっくうっ ゅかぇゃくけ-
ゅけ ゅっさけは こけゃっしすう ‶けいょくにてっゃぇ. ‶けゃっしすぬ – 
ゅっくうぇかぬくぇは こけこにすおぇ しけいょぇくうは ゃっさぉぇかぬくけゅけ 
ねおゃうゃぇかっくすぇ きせいにおっ, ねすけえ «しすっくけゅさぇそうう» 
つせゃしすゃ. ]のあっす こけゃっしすう ゃ こっさっしおぇいっ ぉぇくぇかぬ-
くけ こさけしす: せぉうえしすゃけ あっくに くぇ こけつゃっ さっゃくけ-
しすう, たけすは そぇおす ういきっくに くっ ょけおぇいぇく. ′け いぇ 
ねすけえ くっこさうすはいぇすっかぬくけえ うしすけさうっえ – ゅかせぉけ-
おけっ うししかっょけゃぇくうっ こしうたけかけゅうう つせゃしすゃ. ╋せあ-
つうくぇ う あっくとうくぇ ゃしすせこぇのす ゃ ぉさぇお, こけ しせすう, 
くっ いくぇは ょさせゅ ょさせゅぇ, ぇ こけすけき けおぇいにゃぇっすしは, 
つすけ けくう つせあうっ かのょう. ¨すしのょぇ くっけぉけしくけ-
ゃぇくくぇは さっゃくけしすぬ, ょさぇきに. ¨しけぉっくくけ あっしすけお 
〈けかしすけえ こけ けすくけてっくうの お あっくとうくぇき.

‶けゃっしすぬ つうすぇかう ゃっいょっ. ¨ょくけ ゃさっきは 
すけかぬおけ け くっえ う ゅけゃけさうかう. ‶さけういゃっょっくうっ 
しすさっきうすっかぬくけ さぇしたけょうかけしぬ ゃ しこうしおぇた, う 
ちっくぇ うた ゃ おくうあくにた きぇゅぇいうくぇた ょけたけょうかぇ 
ょけ 10-15 させぉかっえ. 28 けおすはぉさは 1891 ゅけょぇ  ゃ 
‶っすっさぉせさゅっ しけしすけはかけしぬ こっさゃけっ こせぉかうつくけっ 
つすっくうっ こけゃっしすう. ╊っゃ ′うおけかぇっゃうつ つうすぇか 
っひ ゃ こさうしせすしすゃうう かうすっさぇすけさけゃ う ぉかういおうた 
かのょっえ. ‶けゃっしすぬ こっさっこうしにゃぇかぇしぬ しけすくはきう 
う すにしはつぇきう ねおいっきこかはさけゃ, こっさったけょうかぇ うい 
させお ゃ させおう. ╉ぇいぇかけしぬ, つすけ こせぉかうおぇ, いぇぉにゃ 
しゃけう かうつくにっ いぇぉけすに, あうかぇ すけかぬおけ «╉さっえ-
ちっさけゃけえ しけくぇすけえ» ゅさぇそぇ 〈けかしすけゅけ. ]かせたう 
け すけき, つすけ こけゃっしすぬ くっ ぉせょっす ょけこせとっくぇ お 
こっつぇすう, すけかぬおけ さぇいあうゅぇかう うくすっさっし お くっえ 
ゃ けぉとっしすゃっ. ┿.‶. 』ったけゃ: «ぅ くっ しおぇあせ, つすけ-
ぉに ねすけ ぉにかぇ ゃっとぬ ゅっくうぇかぬくぇは, ゃっつくぇは – 
すせす は くっ しせょぬは. ′け, こけ きけっきせ きくっくうの, ゃ 
きぇししっ すけゅけ, つすけ すっこっさぬ こうてっすしは せ くぇし  う 
いぇ ゅさぇくうちっえ, っょゃぇ かう きけあくけ くぇえすう つすけ-
くうぉせょぬ さぇゃくけしうかぬくけっ こけ ゃぇあくけしすう いぇきにし-
かぇ う おさぇしけすっ うしこけかくっくうは. ′っ ゅけゃけさは せあ 
け たせょけあっしすゃっくくにた ょけしすけうくしすゃぇた, おけすけさにっ 
きっしすぇきう こけさぇいうすっかぬくに».   

』うすぇかう こけゃっしすぬ う ゃけ ょゃけさちっ: ┿かっおしぇくょさ 
III ゃけしこさうくはか っひ ぉかぇゅけしおかけくくけ, うきこっさぇ-
すさうちぇ, つっゅけ う しかっょけゃぇかけ けあうょぇすぬ, ぉにかぇ 
てけおうさけゃぇくぇ.

〈けかしすけえ こけかせつぇか きくけゅけ こうしっき けす つう-
すぇすっかっえ し ゃけこさけしぇきう う くっょけせきっくうはきう. 
′っょけぉさけあっかぇすっかぬくにた う けすさうちぇすっかぬくにた 
きくっくうえ けおぇいぇかけしぬ ぉけかぬてっ, つっき きけあくけ 
ぉにかけ こさっょこけかけあうすぬ. ╀にかけ ぉに けてうぉおけえ 
せしきぇすさうゃぇすぬ ぇゃすけぉうけゅさぇそうつっしおうっ う しっ-
きっえくにっ きけすうゃに ゃ «╉さっえちっさけゃけえ しけくぇすっ», 
くけ けくう すぇき こさうしせすしすゃせのす. ′ぇ ねすう しけゃこぇ-
ょっくうは せおぇいにゃぇっす きかぇょてぇは ょけつぬ ┿かっおしぇく-
ょさぇ ゃ しゃけうた ゃけしこけきうくぇくうはた, ゃにてっょてうた 
おくうゅけえ «¨すっち». ]けそぬっ ┿くょさっっゃくっ こさっょ-
しすぇゃかはかけしぬ, つすけ ゅかぇいぇ ゃしった こけしかっ いかけこけ-
かせつくけえ こけゃっしすう ぉせょせす せしすさっきかっくに くぇ くっひ 
う しっきぬの, つすけ ゃしっ くぇつくせす しせょぇつうすぬ, いかけ-
さぇょしすゃけゃぇすぬ, しきっはすぬしは, あぇかっすぬ っひ. ╉けさ-
さっおすせさぇ «╉さっえちっさけゃけえ しけくぇすに» あゅかぇ っえ 
させおう う ぉっさっょうかぇ ょせてっゃくにっ さぇくに. ‶け っひ 
きくっくうの, ねすけ くっこさうはすくぇは, せあぇしくぇは, けぉうょ-
くぇは こけゃっしすぬ: «]さぇいせ こけつせゃしすゃけゃぇかぇ, つすけ 
ねすぇ こけゃっしすぬ くぇこさぇゃかっくぇ ゃ きっくは, つすけ けくぇ 
くぇくっしかぇ きくっ さぇくせ, せくういうかぇ きっくは ゃ ゅかぇいぇた 
ゃしっゅけ きうさぇ う さぇいさせてうかぇ こけしかっょくのの かの-
ぉけゃぬ きっあょせ くぇきう».

‶っさゃけくぇつぇかぬくけ こけゃっしすぬ ぉにかぇ けこせぉかう-
おけゃぇくぇ ゃ ╅っくっゃっ, くけ くぇ さけょうくっ っひ お こっ-
つぇすう くっ ょけこせしおぇかう. ]けそぬは ┿くょさっっゃくぇ, ゃけ-
こさっおう あっかぇくうの ╊ぬゃぇ ′うおけかぇっゃうつぇ, っょっす 
ゃ ‶っすっさぉせさゅ し ちっかぬの こけかせつうすぬ さぇいさってっ-
くうっ ちぇさは. ╂けしせょぇさぬ ょけゃけかぬくけ ぉにしすさけ しけ-
ゅかぇしうかしは くぇ こせぉかうおぇちうの こけゃっしすう. ╁ さぇい-
ゅけゃけさっ  ゃにさぇいうか しけあぇかっくうっ, つすけ 〈けかしすけえ 
けすけてひか けす ちっさおゃう. ′け ゃ ちっかけき ぉっしっょぇ 
こけかせつうかぇしぬ しゃけぉけょくけえ, こさうはすくけえ う こけ-
かっいくけえ. ╁ しゃけひき ょくっゃくうおっ ]けそぬは ┿くょさっ-
っゃくぇ こうしぇかぇ:  «‶さうつうくぇ きけっえ  こけっいょおう ゃ 
‶っすっさぉせさゅ – «╉さっえちっさけゃぇ しけくぇすぇ». ‶けょけ-
いさっゃぇのす, つすけ けくぇ ゃいはすぇ うい くぇてっえ あういくう. 
》けすっかぇ こけおぇいぇすぬ, おぇお は きぇかけ こけたけあぇ くぇ 
あっさすゃせ. ╉ すけきせ あっ う ょかは こせぉかうおう くぇょけ 
ぉにかけ っひ ゃにたかけこけすぇすぬ. ╁しっ いくぇのす, つすけ は っひ 
ゃにこさけしうかぇ せ ちぇさは. ╄しかう ぉ ゃしは ねすぇ こけゃっしすぬ 
ぉにかぇ くぇこうしぇくぇ し きっくは う くぇてうた けすくけてっ-
くうえ, すけ, おけくっつくけ, は くっ しすぇかぇ ぉに っひ ゃにこさぇ-
てうゃぇすぬ ょかは さぇしこさけしすさぇくっくうは». 〈けかしすけゅけ 
ゃしは ねすぇ しうすせぇちうは さぇいょさぇあぇかぇ, けゅけさつぇかぇ 
こけっいょおぇ あっくに ゃ ‶っすっさぉせさゅ. 〈けす せしこった, おけ-
すけさにき すぇお ゅけさょうかぇしぬ ]けそぬは ┿くょさっっゃくぇ, 
くっ しこけしけぉしすゃけゃぇか しぉかうあっくうの しせこさせゅけゃ. 
‶けしかっ ゃにたけょぇ こけゃっしすう ╊っゃ ′うおけかぇっゃうつ う 
]けそぬは ┿くょさっっゃくぇ こさけあうゃせす ゃきっしすっ っとひ 
20 かっす. ╆ぇ ねすけ ゃさっきは ぉせょせす くぇこうしぇくに ぉっし-
しきっさすくにっ  さけきぇく «╁けしおさっしっくうっ», こけゃっしすう 
«》ぇょあう-╋せさぇす», «¨すっち ]っさゅうえ», さぇししおぇい 
«‶けしかっ ぉぇかぇ». 

╁ 1901 ゅけょせ ]うくけょ けすかせつぇっす ╊ぬゃぇ ′うおけ-
かぇっゃうつぇ けす ちっさおゃう, こけしおけかぬおせ こうしぇすっかぬ 
くっ ういきっくうか しゃけっゅけ けすくけてっくうは お ちっさおゃう 
おぇお うくしすうすせすせ さっかうゅうけいくけえ ゃかぇしすう. ¨く 
ゃけ ゃしひき ぉにか つせあょ おけきこさけきうししけゃ, ねすけ う 
こさっょけこさっょっかうかけ っゅけ すさぇゅうつっしおうえ せたけょ うい 
しっきぬう. ′け, ょぇあっ くぇたけょはしぬ こさう しきっさすう, けく 
くう ゃ つひき くっ さぇしおぇはかしは う くっ いぇしけきくっゃぇかしは. 
′け けょくけえ うい っゅけ こけしかっょくうた そさぇい ぉにかぇ: 
«╋くけゅけっ こぇょぇっす くぇ ]けくの». ╁ おけくちっ あういくう 
けく ょせきぇか け くっえ, – ゅけさっ ]けそぬう ┿くょさっっゃくに 
ぉにかけ ぉっいきっさくけ…

¨おしぇくぇ ╀¨╈』〉╉ 

╂¨[]〈¨』╉┿ ╆╄╋╊╇ 
‶さうおけしくけゃっくうっ いっきかう – しゃはすけっ…
╁くけゃぬ たけつっすしは かのぉうすぬ, しすさぇょぇすぬ, すゃけさうすぬ. 
╇ たけつっすしは しおぇいぇすぬ すっぉっ, さけょくけえ きけえ,
〈け, つすけ かうてぬ しっさょちっ きけあっす ゅけゃけさうすぬ. 

╋くっ たけつっすしは しおぇいぇすぬ, つすけ ょっくぬ くっくぇしすくにえ
╇ すさっかう しけかけゃぬは ゃ さぇししゃっすくにえ つぇし, – 
╁しひ ゃ ねすけき きうさっ, きうかにえ, くっ くぇこさぇしくけ, 
╁しひ ゃ ねすけき きうさっ しけいょぇくけ ょかは くぇし! 

╇ きに, きに すけあっ しけいょぇくに ょかは ╋うさぇ,
╃かは ]ゃっすぇ, ょかは 〈っこかぇ う ょかは ╊のぉゃう! 
╇ しおさにす しっおさっす くっぉっしくけゅけ ねそうさぇ
╁ すゃけっえ かぇょけくう ゃ ゅけさしすけつおっ いっきかう. 

*** 
¨す けそうしくけえ こにかう, 
つすけぉ ゃ ょっすしすゃけ ゃっさくせすぬしは,
〈に すうたけ せたけょうてぬ こけょ しゃけょに こさうさけょに,
』すけぉ しくけゃぇ ゃかのぉうすぬしは, つすけぉ ゃ すさぇゃに けぉせすぬしは.
¨しすぇゃぬ しせっすっ ぇすさうぉせすに しゃけぉけょに: 
‶さけおせさっくくにえ ょっくぬ, くっょけこうすけっ しつぇしすぬっ こけてかう 
sms-おけえ,
╁ くぇぉうすにた すさぇきゃぇはた いぇぉせょぬ けぉっとぇくぬは,
[ぇしこかぇつぬしは せかにぉおっ うい すひこかけゅけ ょっすしすゃぇ…
┿ すっき, おすけ くっ こけくはか, こさけしすう くぇ こさけとぇくぬっ.

╋┿╊を』╇╉-╁╄〈╄[ 
‶けつすう しけゅかぇしくぇ ぉにすぬ ゃょゃけひき,
〈ぇお, ゃっさくけ, かっゅつっ あうすぬ くぇ しゃっすっ.
′け くっしきにてかひくにて きぇかぬつうお-ゃっすっさ
]ゃうしすうす け つひき-すけ け しゃけひき.

′け けゅさぇあょぇっす, くっ いけゃひす,
]こってうす おせょぇ-すけ くぇ さぇししゃっすっ,
┿ くけつぬの てっこつっす しおぇいおう ょっすはき
╇ こっしくう け かのぉゃう こけひす. 

╋ぇかぬつうておぇ しこせすぇか ゃしっ かうしすに
] すさせょけき せょぇゃてうたしは さぇしつひすけゃ.
╇ ゃ ゃっつくけえ おせすっさぬきっ こけかひすけゃ
╋に しくけゃぇ こけさけいくぬ: は う すに.

*** 
╀っあうてぬ おせょぇ-すけ う くっ いくぇってぬ, 
つっき いぇおけくつうすしは,
╉ぇお あぇあょせとうえ, せいさっゃ さけしうくおせ きぇかせの.
┿ ょけき さけょくけえ ゃ おけすけさにえ さぇい 
けす ぉけかう おけさつうすしは
╇ ゃけょおけえ かっつうすしは ゃ こさうたかひぉ 
し ゃけょけの すぇかけの. 

′け すに くっ ゅかせてうてぬ ぉけかぬ 
う し くっえ くっ くけしうてぬしは,
〈に – こさけおかはすにえ ゃ いゃっさうくちっ 
あうすぬ こけ しけゃっしすう,
╊うてぬ さっょおうえ さぇい せ こさけゃうょっくぬは こさけしうてぬしは,
〉ゃうょっすぬ, くぇおけくっち, 
さぇいゃはいおせ あういくう-こけゃっしすう. 

– ¨しすぇくけゃうしぬ う けすょけたくう: ういぉうすに くけゅう!
– ′っす, くっ きけゅせ: 
╂けしこけょぬ こさういゃぇか, う は ゃ ょけさけゅっ.
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• ╉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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]っすおぇ おかぇょけつくぇは, さぇぉうちぇ, 
すおぇくぇは, 『‶╁] けす こさけういゃけょう-
すっかは. ┿ょさっし: ¨ゃけとくけっ けすょっか., 
3/1. 4-24-24, (343) 213-21-34, 
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-
21-34, 217-81-61, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇかに, ょってっゃけ. 
8-908-91-34-165.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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-すっくす. 8-950-19-75-384.
[╄╉╊┿╋┿

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

• ╂┿╆っかぬ. 8-912-23-26-586.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂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.

[╄╉╊┿╋┿

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

Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
íà äîìó. Óñòàíîâêà ðåçèíû

Áåç âûõîäíûõ. Ñêèäêè

8-922-21-14-098

[╄
╉╊

┿╋
┿

• [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.  
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす しすうさぇかぬくにた きぇてうく, 
ゅぇさぇくすうは ょけ 1 ゅ. 8-922-18-28-534

[╄╉╊┿╋┿

• [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 たけかけょうかぬくうおけゃ. 
╂ぇさぇくすうは. 8-922-60-09-429.

[╄╉╊┿╋┿

]すさけえきぇすっさうぇかに

╂させいけこっさっゃけいおう

[っきけくす ぉにすけゃけえ 
すったくうおう

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

[╄╉╊┿╋┿

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

]こっちすったくうおぇ

ÑÄÀÌ
• ╃けき. [せししおうき. 8-902-58-53-892.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 1-おけきく. おゃ., 7 す.さ. 8-908-90-
63-864.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ゃぇさすうさせ. [ぇししきけすさの ゃしっ 
ゃぇさうぇくすに. 8-904-38-01-003.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., ]こけさすうゃくぇは, 4, 
3/9, 44/27/6, つ/こ, ち. 1800 す.さ. 
〈けさゅ. 8-908-91-13-159.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ′っょけしすさけえ, 2 ねす. + ちけおけかぬ, こ. 
]すぇさけこにてきうくしお. ′っょけさけゅけ. [ぇし-
しさけつおぇ. [ぇししきけすさの かのぉにっ ゃぇさうぇく-
すに. 8-950-20-75-736.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ╃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.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╃[¨╁┿. 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃[¨╁┿ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-912-62-11-559.
[╄╉╊┿╋┿

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

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす., [╄【╄〈╉╇, 
╁¨[¨〈┿, ‶╄[╇╊┿. 8-904-38-95-
420, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈╉╇, ╆┿╀¨[｠, 
]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇. 
8-912-69-99-918, 8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, [╄【╄〈-
╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, ╉¨╆｠[を╉╇, 
╊╄]〈′╇『｠. 8-912-04-56-404, 
8-952-72-83-868.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉ 3た6, 50 す.さ. 8-922-16-43-329.
[╄╉╊┿╋┿

• ′けゃぇは ゅうすぇさぇ. 8-904-16-98-738.
[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╂けさくにえ たさせしすぇかぬ, こうさうす う 
ょさ. きうくっさぇかに. 8-961-76-58-634.

[╄╉╊┿╋┿

• 《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.

[╄╉╊┿╋┿

• 〉ぉけさとうちぇ, さぇいくけさぇぉけつうえ, 
すったくけかけゅ う けこっさぇすけさ さけいかうゃぇ 
ゃけょに. 341-59-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ し か/ぇ ゃ すぇおしう. 
8-902-44-80-389.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨¨¨ «╅うかうとくけ-しっさゃうしくけえ 
しかせあぉっ» すさっぉせのすしは: ょゃけさくうおう, 
しかっしぇさぬ ┿╁[, さぇぉけつうえ こけ 
おけきこかっおしくけきせ けぉしかせあうゃぇくうの 
ょけきけゃ, ねかっおすさけきけくすっさ. 4-29-
32, 4-84-79, せか. ╊っくうくぇ, 65.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨たさぇくくうおう ゃ 』¨‶. 4-61-05, 
8-912-22-53-607.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆ぇゃ. こさけういゃ-き, こけゃぇさぇ (3-4 
さぇいさはょぇ), おせた. さぇぉけすくうちぇ, きけえ-
とうちぇ こけしせょに. 8-904-98-57-748.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかう し か/ぇ ゃ すぇおしう 
«╃けいけさ». 8-961-57-40-000.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けゃぇくにっ ういょっかうは, 
かっしすくうちに, こっさうかぇ, いぇぉけさに, 
さってっすおう, ゃけさけすぇ, おぇかうすおう. 
8-922-12-48-848.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨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.

[╄╉╊┿╋┿

• [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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき う せしすぇくけゃうき: 
きっす. ょゃっさう, しっえそ-ょゃっさう, さってっすおう, 
ゃけさけすぇ, いぇぉけさに. 8-904-38-38-387, 
8-950-54-04-651.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けくすぇあ う けぉしかせあうゃぇくうっ 
けたさぇくくけ-こけあぇさくけえ しうゅくぇかういぇちうう, ゅ. 
╀っさっいけゃしおうえ, こ. ╋けくっすくにえ. 4-61-05.

[╄╉╊┿╋┿

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

•  ╁っすおかうくうおぇ «[ぇくぇさぇ» 
(╀╋╃╉). ╁しっ ゃうょに せしかせゅ. (343) 
290-92-54, 8-953-60-03-958.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ‶けさけしはすぇ. 8-912-21-33-613, 4-91-87.

[╄╉╊┿╋┿

′っょゃうあうきけしすぬ

╁ぇおぇくしうう

〉しかせゅう

╅うゃけすくにっ

[ぇいくけっ

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╋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.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ».  
〉ぉけさおぇ しくっゅぇ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 15 き. 8-950-65-70-277.
[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお «JCB» 
+ ゅうょさけきけかけす. 〉ぉけさおぇ う ゃにゃけい 
しくっゅぇ. 8-950-65-70-277.

[╄╉╊┿╋┿

• «╉┿╋┿╆»-しぇきけしゃぇか, 10 す. 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 》けくょぇ «‶ぇさすくっさ» 2001 ゅ.ゃ., 
せくうゃっさしぇか. 8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

• ╋はしけ しゃうくうくに. 4-58-27.
[╄╉╊┿╋┿

‶さけょせおすに こうすぇくうは

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

┨┴┩┵┦┤, ┮┩┴┤┰┫┬┶, ┷┧┲┯╀, ┲┳┬┯
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
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┿╋
┿
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Ïðèåì îáúÿâëåíèé ïî òåë. 8-800-3001-076 (ñ äîìàøíåãî)

┮┷┳┲┱ ┨┯╃ ┥┩┵┳┯┤┶┱┲┧┲ ┲┥┾╃┦┯┩┱┬╃ ┻┤┵┶┱┲┧┲ ┹┤┴┤┮┶┩┴┤ ┱┤ ┲┨┬┱ ┦┿┳┷┵┮
ぁすけす おせこけく ゃに きけあっすっ けすょぇすぬ ゃ かのぉけえ おうけしお, ゅょっ 

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

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

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

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



• ╁けょうすっかう ゃ すぇおしう (くぇ «╁┿╆»). 
8-922-14-79-096.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «╁», し か/ぇ. 4-19-47.
[╄╉╊┿╋┿

• ]かっしぇさぬ ╋][, しかっしぇさぬ ╉╇‶ぇ, 
ねかっおすさけゅぇいけしゃぇさとうお, すけおぇさぬ. 
(343) 344-04-26, 8-922-17-90-915.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁかっおすさうお-ねかっおすさけくとうお. [ぇ-
いけゃにっ さぇぉけすに. 8-922-29-63-741.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っぉっかぬくけえ そぇぉさうおっ すさっぉせのすしは: 
ゃけょうすっかぬ おぇす. «]», きぇしすっさ いぇ-
ゅけすけゃうすっかぬくけゅけ せつぇしすおぇ (きせあ-
つうくぇ). 4-91-93.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けきけとくうお しすけかはさぇ. 8-922-15-
12-760 (ぉせょくう), し 8:30 ょけ 16:30.

[╄╉╊┿╋┿

1. ¨こっさぇすけさ さぇしそぇしけゃけつくけ-せこぇおけゃけつくけゅけ ぇここぇさぇすぇ – きせあつうくぇ, 
いくぇくうっ ‶╉, けしくけゃ こさけゅさぇききうさけゃぇくうは. ¨/さ しけ しすぇくおぇきう 』‶〉 けす 3-た かっす. 

╆/こ けす 22000 ょけ 30000 させぉ.
2. ╉けきこかっおすけゃとうちぇ – あっくとうくぇ, け/さ し こさけょせおすぇきう こうすぇくうは けす 1 ゅけょぇ. 

╆/こ しょっかぬくぇは.
3. 《ぇしけゃとうちに – あっくとうくに, け/さ し こさけょせおすぇきう こうすぇくうは けす 1 ゅけょぇ. 

╆/こ しょっかぬくぇは.
4. 〉ぉけさとうちぇ しかせあっぉくにた う こさけういゃけょしすゃっくくにた こけきっとっくうえ – 

け/さ けす 1 ゅけょぇ.
5. ╁けょうすっかぬ-ねおしこっょうすけさ – け/さ し こさけょせおすぇきう こうすぇくうは けす 3 かっす. 

だâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ. 
げíëíßÜöÖí　 ä¿íöí ÑÜïöÜúÖí　, ç▲ä¿íôóçíñöï　 ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ. 

でÜöëÜÑÖó¡ó ßñ£ çëñÑÖ▲ê äëóç▲ôñ¡, Öñ ïöÜÑñÖö▲. 
でíÖóöíëÖí　 ¡Öó¢¡í Üß　£íöñ¿áÖí (çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ññ ÜâÜë½óöá).

]けぉっしっょけゃぇくうっ こさけたけょうす こけ ぇょさっしせ:
こ. 【うかけゃおぇ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ‶さけっいあぇは, 4, こさぇゃにえ すっさきうくぇか, 2-けえ ねすぇあ, 
ゃ けすょっか おぇょさけゃ お 〈ぇすぬはくっ ┿かっおしぇくょさけゃくっ 

8 (34369) 4-74-42, 8-929-22-09-404, 8-929-22-09-434 
[っいのきっ ゃにしにかぇすぬ くぇ ねかっおすさけくくにえ ぇょさっし mta@sfmir.ru

╂╉ «╋うさ» しさけつくけ すさっぉせのすしは:

づぎとずんぜん

¨¨¨ ╀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»)

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

 «げんゑだがば でゑんづだぶぞぼび ぜんどぎづごんずだゑ»
Öí äÜïöÜ　ÖÖÜ0 ëíßÜöÜ öëñßÜ0öï　: 

£/ä ÑÜÇ., ïÜßñïñÑÜçíÖóñ, ïÜî. äí¡ñö, ÜßÜôñÖóñ, ÑÜïöíç¡í

ぜñïöÜ ëíßÜö▲: Ç. ゐñë、£Üçï¡óú, げíäíÑÖí　 ぢëÜ½£ÜÖí,18
öñ¿. Ç. ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ: (343) 345-22-03, 345-22-04

   Ç. ゐñë、£Üçï¡óú: (34369) 4-59-54, 4-59-57
づぎとずんぜん

• しかっしぇさぬ-さっきけくすくうお
• さぇぉけつうっ 

ゃ けすょっかっくうっ こけ こさ-ゃせ しゃぇさけつくにた ねかっおすさけょけゃ

‶さうゅかぇてぇっき くぇ さぇぉけすせ 

こさけょぇゃちけゃ 
こさけょ. すけゃぇさけゃ
- い/こ しゃけっゃさっきっくくけ
- こけかくにえ しけち. こぇおっす
- けぉとっあうすうっ

8-912-24-83-669
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┴ ┤ ┥ ┲ ┶ ┤  ┨ ┯ ╃ 
┳ ┩ ┱ ┵ ┬ ┲ ┱ ┩ ┴ ┲ ┦ !

┵ ┴ ┲ ┻ ┱ ┲  ┶ ┴ ┩ ┥ ┷ ┩ ┶ ┵ ╃ 
┴ ┤ ┵ ┮ ┯ ┩ ┭ ┼ ┬ ┮ 
┴ ┩ ┮ ┯ ┤ ┰ ┱ ┿ ┹ 

┲ ┥ ┾ ╃ ┦ ┯ ┩ ┱ ┬ ┭
(343) 270-91-96(97)

8-922-60-78-667
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‶けさけょぇ: こっおうくっし
╁けいさぇしす: けおけかけ ょゃせた かっす

¨すおかうおぇっすしは くぇ おかうつおせ 

«╊はかぬおぇ»
′ぇてっょてっゅけ こさけしうき 

しけけぉとうすぬ こけ すっか. 
8-912-29-92-100

‶[¨‶┿╊┿ ]¨╀┿╉┿! 
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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 ぞだゑだゎだがぞござ とだぞとばづで! ぶöÜß▲ 
äëóÖ　öá ç Öñ½ Üôíïöóñ, 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:

‶うしぬきけ ╃っょせ ╋けさけいせ!

• £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.

┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#"┿╉『╇ぅ#

ぱ¿íÇ½íÖé
がÜëÜÇóñ"ôóöíöñ¿ó#"

╋ぇゅぇいうく" Å《かぇゅきぇくなÇ" う" ゅぇいっすぇ" Å╀っさひいけゃしおうえ" さぇぉけつうえÇ" けぉなはゃかはのす"
くけゃけゅけょくのの"ぇおちうの"Å╉けさいうくぇ"こけょぇさおけゃÇ#"』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"47"くけはぉさは"こけ"46"ょっおぇぉさは"4232"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"Å《かぇゅきぇくなÇ"くぇ"しせききせ"けす"472"させぉ0."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0"
╉さぇしくにた"╂っさけっゃ.";0"╉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0"47"ょっおぇぉさは"ゃ"34022" 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"Å《かぇゅきぇくなÇ" こけ" ぇょさっしせ"
せか0" ╉さぇしくにた" ╂っさけゃ." 4." 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"
さぇいにゅさぇく"ゅかぇゃくにえ"こさうい"Ò"〈╄╊╄╁╇╆¨[0"

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#

ÄìîäåëÜ"íìáÜîèìÞ#

ゑ ïç　£ó ï äëóß¿ó¢í0àó½ï　 ぞÜç▲½ 
ÇÜÑÜ½ Çí£ñöí «ゐñëñ£Üçï¡óú ëíßÜôóú» 
ó âóöÜîñÖöë «ぢëíï¡Üçá　» ëñüó¿ó 
äëÜçñïöó ßñïäëñîñÑñÖöÖÜ0 í¡îó0 
«げÑÜëÜçáñ – ¿Üôüóú äÜÑíëÜ¡!». がÜ 
ïñëñÑóÖ▲ Ññ¡íßë　 ½▲ ßÜÑñ½ äëóÖó½íöá 
äóïá½í (ç ëñÑí¡îóó), ç ¡ÜöÜë▲ê ç▲ 
ëíïï¡í¢ñöñ Öí½, ¡í¡ çÜ£çëíàíñöñ, 
ïÜêëíÖ　ñöñ  ó äÜÑÑñë¢óçíñöñ ïçÜñ 

£ÑÜëÜçáñ. とëÜ½ñ ~öÜÇÜ, Ü çíï ñïöá 
ÜÖó¡í¿áÖí　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá «äÜÑíëóöá» £ÑÜëÜçáñ  ß¿ó£¡ó½ ó 
ÑÜëÜÇó½ çí½ ¿0Ñ　½ (ëÜÑóöñ¿　½, Ññö　½, ÑëÜ£á　½, £Öí¡Ü½▲½), 
Öíäóïíç Öí½ Ü Öóê ó óê äëÜß¿ñ½íê. でëñÑó çïñê ¡íÖÑóÑíöÜç 
ßÜÑñö ç▲ßëíÖ ôñ¿Üçñ¡, ¡ÜöÜë▲ú äëÜúÑñö ╆╊』》]╅【〉ぉ‶  
[】『』 ¨′ 10 《′╉《『《╇¨【╊]ゃ〉ぉ｠ 》『《を╊╉】『 ╇ 
‒¨【《を╊〉【『╊ «》『╅』[《╇ゃっ».  ぐÜëÖí¿óïö «ゐñëñ£Üçï¡ÜÇÜ 
ëíßÜôñÇÜ» ó Öñ£íçóïó½▲ú ~¡ïäñëö – çëíô-öñëíäñçö ßÜÑÜö 
öàíöñ¿áÖÜ ï¿ñÑóöá £í Ü¿ÜôüñÖó　½ó ç ïÜïöÜ　Öóó £ÑÜëÜçá　 
äÜßñÑóöñ¿　, Ü ôñ½ ó ÖíäóüÜö Öí ïöëíÖóîíê Öíüñú Çí£ñö▲.  

】うあきあかすふか ねけてあてかしけ! 

づぎとずんぜん

《うすけちっくすさ «‶さぇしおけゃぬは»
′╀‶, せか. 』ぇこぇっゃぇ, 40, おけき. 210 (こさけそうかぇおすけさうえ «]けかくっつくにえ») 

』ぇしに さぇぉけすに: し 10.00 ょけ こけしかっょくっゅけ こけしっすうすっかは
╆ぇこうしぬ こけ すっか. 8-908-90-82-105

づぎとずんぜん
づぎとずんぜん

づぎとずんぜん

¨¨¨ «〉さぇかかぇす» 
こさうゅかぇてぇっす くぇ さぇぉけすせ

• ]すぇさてっゅけ ぉせたゅぇかすっさぇ ゅさせここに そうくぇくしけゃ う けすつっすくけしすう
けぉさぇいけゃぇくうっ ゃにしてっっ こさけそっししうけくぇかぬくけっ, けこにす さぇぉけすに けす 2-た かっす ゃ 
ょけかあくけしすう いぇきっしすうすっかは ゅかぇゃくけゅけ ぉせたゅぇかすっさぇ くぇ こさけういゃけょしすゃっくくけき 
こさっょこさうはすうう, いくぇくうっ せつぇしすおぇ «¨しくけゃくにっ しさっょしすゃぇ», ぉせたゅぇかすっさしおけえ 
う くぇかけゅけゃけえ けすつっすくけしすう, いくぇくうっ 1]:8 «╀せたゅぇかすっさうは».

• ╀せたゅぇかすっさぇ こけ しゃっさおっ
けぉさぇいけゃぇくうっ しさっょくっっ こさけそっししうけくぇかぬくけっ, けこにす さぇぉけすに ゃ 
すけさゅけゃにた けさゅぇくういぇちうはた くぇ せつぇしすおっ «]ゃっさおう し おけくすさぇゅっくすぇきう» けす 
1 ゅけょぇ, いくぇくうっ 1]:8 «╀せたゅぇかすっさうは».

• ╀せたゅぇかすっさぇ-おぇししうさぇ
けぉさぇいけゃぇくうっ しさっょくっっ こさけそっししうけくぇかぬくけっ, けこにす さぇぉけすに けす 1 ゅけょぇ, いくぇくうっ 
さぇぉけすに くぇ ╉╉╋, こさけゅさぇききに 1]: 8 «╀せたゅぇかすっさうは».

Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. どëíÖïäÜëöÖó¡Üç, 46 ゑ 
(34369) 4-60-73, 4-60-77

づñ£0½ñ äÜ e-mail: n_milyutina@urallat.ru
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╀っさっいけゃしおうえ ゅけさけょしおけえ けおさせゅ
╉¨╋╇〈╄〈 ‶¨ 〉‶[┿╁╊╄′╇ぃ ╇╋〉】╄]〈╁¨╋

623701, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9
╇くそけさきぇちうけくくけっ しけけぉとっくうっ け こさうっきっ いぇはゃけお くぇ せつぇしすうっ  ゃ すけさゅぇた  こけ こさけょぇあっ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ 

せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう し うしこけかぬいけゃぇくうっき きせくうちうこぇかぬくけゅけ うきせとっしすゃぇ:
¨さゅぇくういぇすけさ すけさゅけゃ:  ╉けきうすっす こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, 

KumiBGO@yandex.ru
ぁかっおすさけくくにえ ぇょさっし けそうちうぇかぬくけゅけ しぇえすぇ  けさゅぇくういぇすけさぇ  ぇせおちうけくぇ: www.berezovskii.ru
《けさきぇ すけさゅけゃ – ぇせおちうけく, けすおさにすにえ こけ しけしすぇゃせ せつぇしすくうおけゃ う そけさきっ こけょぇつう こさっょかけあっくうえ け ちっくっ.
]ゃっょっくうは け こさっょきっすっ すけさゅけゃ.
╊けす わ 1: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,  くぇ さぇししすけはくうう 4 き. けす こっさっおさっしすおぇ せか.〈っぇすさぇかぬくぇは – せか. ]すさけうすっかっえ.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╊けす わ 2: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,  せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 7 (しけ しすけさけくに こぇさおぇ ‶けぉっょに).
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╊けす わ 3: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,  くぇ さぇししすけはくうう 10 き. けす いょぇくうは  こけ せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, 11.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╊けす わ 4: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,  くぇ さぇししすけはくうう 40 き. けす いょぇくうは  こけ せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, 11.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╊けす わ 5: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,  くぇ さぇししすけはくうう 70 き. けす いょぇくうは  こけ せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, 11.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╊けす わ 6: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ,  くぇ さぇししすけはくうう 3 き. けす いょぇくうは  けす こっさっおさっしすおぇ  せか.〈っぇすさぇかぬくぇは – せか. ╀させしくうちうくぇ.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╊けす わ 7: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, くぇこさけすうゃ こさぇゃけゅけ ぉけおけゃけゅけ そぇしぇょぇ ょけきぇ こけ せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 22.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╊けす わ 8: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, くぇこさけすうゃ こさぇゃけゅけ ぉけおけゃけゅけ そぇしぇょぇ ょけきぇ こけ せか. ┿くせつうくぇ, 3.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╊けす わ 9: こさぇゃけ  くぇ いぇおかのつっくうっ ょけゅけゃけさぇ  くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの  ょゃせたしすけさけくくっえ さっおかぇきくけえ せさくに  こかけとぇょぬの 1,3 き2, さぇしこけかけあっくくけえ 

こけ ぇょさっしせ:  ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ,  ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, くぇこさけすうゃ かっゃけゅけ ぉけおけゃけゅけ そぇしぇょぇ ょけきぇ こけ せか. ┿くせつうくぇ, 3.
′ぇつぇかぬくぇは ちっくぇ こさぇゃぇ くぇ いぇおかのつっくうっ  ょけゅけゃけさぇ 200 (ょゃっしすう)  させぉかっえ, てぇゅ ぇせおちうけくぇ 10 (ょっしはすぬ) させぉかっえ,  しせききぇ いぇょぇすおぇ 100 (しすけ) 

させぉかっえ.
╃ぇすぇ, ゃさっきは  う きっしすけ こさけゃっょっくうは  ぇせおちうけくぇ: 17 はくゃぇさは 2011 ゅ., 15 つぇしけゃ  きっしすくけゅけ ゃさっきっくう, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, 

ぇおすけゃにえ いぇか.
╆ぇょぇすけお こけ おぇあょけきせ かけすせ ょけかあっく こけしすせこうすぬ くぇ しつっす ¨さゅぇくういぇすけさぇ すけさゅけゃ わ40302810562450000001 ゃ ¨┿¨  «〉╀[╇[» ゅ. ╄おぇすっさうくぉせさゅ, 

おけさ. しつっす 30101810900000000795, ╀╇╉ 046577795, ╇′′/╉‶‶  6604004023/660401001, そうくぇくしけゃけっ  せこさぇゃかっくうっ ゃ ╀っさっいけゃしおけき ゅけさけょしおけき 
けおさせゅっ (╉〉╇ ╀╂¨  か/し 05902041060).

╆ぇはゃおう くぇ せつぇしすうっ ゃ すけさゅぇた こさうくうきぇのすしは ゃ さぇぉけつうっ ょくう し ょぇすに  けこせぉかうおけゃぇくうは けぉなはゃかっくうは こけ 14 はくゃぇさは 2011 ゅ., し 9 ょけ 18 つぇし. こけ ぇょさっしせ: 
]ゃっさょかけゃしおぇは けぉかぇしすぬ, ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9,  おぇぉ. 416.

╃かは せつぇしすうは ゃ ぇせおちうけくっ  くっけぉたけょうきけ  いぇおかのつうすぬ ょけゅけゃけさ け いぇょぇすおっ, けこかぇすうすぬ いぇょぇすけお, こさっょけしすぇゃうすぬ しかっょせのとうっ ょけおせきっくすに:
- いぇはゃおせ くぇ せつぇしすうっ ゃ ぇせおちうけくっ;
- おけこうう せつさっょうすっかぬくにた ょけおせきっくすけゃ のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ, いぇゃっさっくくにっ  こけょこうしぬの っゅけ させおけゃけょうすっかは  う こっつぇすぬの けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの しゃうょっすっかぬしすゃぇ  け ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ さっゅうしすさぇちうう いぇはゃうすっかは  ゃ くぇかけゅけゃけき けさゅぇくっ, いぇゃっさっくくせの こけょこうしぬの させおけゃけょうすっかは のさうょうつっしおけゅけ 

かうちぇ う こっつぇすぬの けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの しゃうょっすっかぬしすゃぇ け こけしすぇくけゃおっ くぇ せつっす ゃ くぇかけゅけゃけき けさゅぇくっ, いぇゃっさっくくせの こけょこうしぬの させおけゃけょうすっかは のさうょうつっしおけゅけ かうちぇ  う こっつぇすぬの 

けさゅぇくういぇちうう;
- おけこうの こぇしこけさすぇ (ょかは そういうつっしおうた かうち), ぇ すぇおあっ おけこうう ょけおせきっくすけゃ  け ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ さっゅうしすさぇちうう うくょうゃうょせぇかぬくけゅけ 

こさっょこさうくうきぇすっかは;
- ゃにこうしおせ うい っょうくけゅけ ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ さっっしすさぇ のさうょうつっしおうた かうち う うくょうゃうょせぇかぬくにた こさっょこさうくうきぇすっかっえ,  ゃにょぇくくせの くっ こけいょくっっ つっき いぇ 

ょゃぇょちぇすぬ おぇかっくょぇさくにた ょくっえ  ょけ ょぇすに こけょぇつう いぇはゃおう;
- こけょかうくくうお う おけこうの くけすぇさうぇかぬくけえ ょけゃっさっくくけしすう うかう うくけゅけ ょけおせきっくすぇ, こけょすゃっさあょぇのとっゅけ こけかくけきけつうは ょけゃっさっくくけゅけ かうちぇ  こさっょしすぇゃかはすぬ  

うくすっさっしに いぇはゃうすっかは  こさう こさけゃっょっくうう  ぇせおちうけくぇ;
- こけょかうくくうお う おけこうの  こかぇすっあくけゅけ ょけおせきっくすぇ, こけょすゃっさあょぇのとっゅけ こっさっつうしかっくうっ いぇょぇすおぇ  くぇ しつっす, せおぇいぇくくにえ ゃ うくそけさきぇちうけくくけき しけけぉとっくうう 

け こさけゃっょっくうう すけさゅけゃ.
‶けぉっょうすっかっき ぇせおちうけくぇ こさういくぇっすしは せつぇしすくうお, こさっょかけあうゃてうえ ゃ たけょっ ぇせおちうけくぇ  くぇうぉけかぬてせの ちっくせ. ] こけぉっょうすっかっき ぇせおちうけくぇ  

こけょこうしにゃぇっすしは こさけすけおけか  け さっいせかぬすぇすぇた すけさゅけゃ, うきっのとうえ しうかせ ょけゅけゃけさぇ. ╆ぇょぇすけお  いぇしつうすにゃぇっすしは ゃ しつっす  けこかぇすに こさぇゃぇ  くぇ いぇおかのつっくうっ 
ょけゅけゃけさぇ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう. ╃けゅけゃけさ くぇ せしすぇくけゃおせ  う ねおしこかせぇすぇちうの さっおかぇきくけえ おけくしすさせおちうう  いぇおかのつぇっすしは  
ゃ すっつっくうっ ょっしはすう  ょくっえ し ょぇすに こけょゃっょっくうは うすけゅけゃ ぇせおちうけくぇ. 〉つぇしすくうおぇき, こさけうゅさぇゃてうき ぇせおちうけく, いぇょぇすけお  ゃけいゃさぇとぇっすしは  ゃ すっつっくうっ  すさった 
ぉぇくおけゃしおうた ょくっえ  し ょぇすに こけょゃっょっくうは  うすけゅけゃ ぇせおちうけくぇ.

]せとっしすゃっくくにき せしかけゃうっき ょけゅけゃけさけゃ くぇ せしすぇくけゃおせ う ねおしこかせぇすぇちうの さっおかぇきくにた せさく はゃかはっすしは しけょっさあぇくうっ さっおかぇきくにた せさく いぇ しつっす しさっょしすゃ 
しけぉしすゃっくくうおけゃ ょぇくくにた さっおかぇきくにた せさく う (うかう) さっおかぇきけさぇしこさけしすさぇくうすっかっえ.

¨いくぇおけきうすぬしは し そけさきけえ  いぇはゃおう, こさけっおすけき ょけゅけゃけさぇ  け いぇょぇすおっ, うくにきう  しゃっょっくうはきう きけあくけ し きけきっくすぇ  くぇつぇかぇ  こさうっきぇ いぇはゃけお  こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 416.

〈っかっそけくに ょかは しこさぇゃけお:  4-33-12, 4-42-51 

¨¨¨ «╁ぇさはゅ»
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 

(いくぇくうっ «1]», けこにす さぇぉけすに くぇ こさけういゃけょしすゃっ)

いぇさぇぉけすくぇは こかぇすぇ けす 15000 させぉ. + しけち. こぇおっす
こ. 【うかけゃおぇ, せか. ′けゃぇは, 10╁ 

すっか. 4-76-82

づ
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ぜ
ん

〉すっさはくくにっ ょけおせきっくすに – ゃけょうすっかぬしおけっ せょけしすゃけゃっさっくうっ, 
しゃうょっすっかぬしすゃけ け さっゅうしすさぇちうう 〈], しすさぇたけゃけえ こけかうし う きっょうちうくしおせの 
しこさぇゃおせ – ゃにょぇくくにっ くぇ うきは ╄あっゃしおけゅけ ╁うすぇかうは ぃさぬっゃうつぇ, 

しつうすぇすぬ くっょっえしすゃうすっかぬくにきう!
づぎとずんぜん

〉╉ ╂けさしゃっす すさっぉせのすしは
• くぇ こけしすけはくくせの さぇぉけすせ: 

- きぇてうくうしす きせしけさけゃけいぇ, けこかぇすぇ しょっかぬくぇは
• くぇ ゃさっきっくくせの (くぇ ′╀‶) ゃけ ゃさっきは さぇぉけすに おぇすおぇ くぇ しすぇょうけくっ «ぁくっさゅっすうお»:

- おぇししうさ/ゅぇさょっさけぉとうお, あっく., ゅさぇそうお 2/2 こけ 12 つぇしけゃ, けこかぇすぇ けす 8 す.さ.
- ぉせそっすつうちぇ, あっく., ゅさぇそうお 2/2 こけ 12 つぇしけゃ, けこかぇすぇ けす 7 す.さ.
- すったくうつおぇ, あっく., っあっょくっゃくけ し 20:00 ょけ 22:30, けこかぇすぇ けす 4 す.さ.

すっか. 8-904-54-20-257 うかう 4-51-28 づぎとずんぜん
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づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん‶さけょぇき おけさけゃせ 

くぇ きはしけ
8-908-90-92-036

‶さけょぇき さっいうくせ «╉ぇきぇ-
こうかうゅさうき» 235/75 

R –15, 4 てす.
8-952-72-75-093



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

╂ぇいっすぇ いぇさっゅうしすさうさけゃぇくぇ 〉こさぇゃかっくうっき 《] こけ くぇょいけさせ いぇ しけぉかのょっくうっき いぇおけくけょぇすっかぬしすゃぇ ゃ しそっさっ きぇししけゃにた おけききせくうおぇちうえ う けたさぇくっ おせかぬすせさくけゅけ くぇしかっょうは こけ 〉さぇかぬしおけきせ そっょっさぇかぬくけきせ けおさせゅせ. ]ゃ-ゃけ け さっゅうしすさぇちうう ‶╇ わ 《] 11-1398 けす 21.09.2007 ゅ. 
╁さっきは こけょこうしぇくうは ゃ こっつぇすぬ こけ ゅさぇそうおせ ゃ 16.00. ‶けょこうしぇくけ ゃ 15.30. ╇くょっおし 53813. ̈ そしっすくぇは こっつぇすぬ. ╆ぇおぇい 15120. 〈うさぇあ 3275. ̈ ぉなっき 2 こっつ. か. ̈ ¨  ̈«‶っつぇすくうお», ╇′′ 6628015835, ]ゃっさょかけゃしおぇは けぉか., ゅ. [っあ, せか. ̈ . ╉けてっゃけゅけ, 16.

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

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

╂かぇゃくにえ さっょぇおすけさ - ╃ぇくううか ‶╇╁¨╁┿[¨╁ - 4-88-11. 
[っそっさっくす - ╄かっくぇ ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
¨すゃっすしすゃっくくにえ しっおさっすぇさぬ - ′ぇすぇかぬは ╄╊を』╇】╄╁┿ - 4-90-34.
╂かぇゃくにえ ぉせたゅぇかすっさ - ╁ぇかっくすうくぇ ]¨╉¨╊¨╁┿ - 4-90-33. 
╅〉[′┿╊╇]〈｠: 
╊うかうは ぅ′』〉[╇′┿ - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿ - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru 
╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿ - 4-88-13, mar-babkina@yandex.ru

¨すょっか さっおかぇきに  - 4-90-35, 4-40-56.
╃ういぇえく う ゃっさしすおぇ - ╁うおすけさうは ╊╄¨′〈を╄╁┿.
《けすけおけささっしこけくょっくす - ┿くくぇ ╂┿╁[╇╊╄′╉¨.

‶さけしぬぉぇ くぇこさぇゃかはすぬ しけけぉとっくうは くぇ けょうく うい しかっょせのとうた ぇょさっしけゃ:
bgo@list.ru – ょかは けそうちうぇかぬくにた ょけおせきっくすけゃ ぇょきうくうしすさぇちうう う ╃せきに ╀っさっいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ,
brreklama@mail.ru– ょかは さっおかぇきに う ╁]╄》 ゃうょけゃ けぉなはゃかっくうえ,
bergrad@mail.ru – ょかは けぉさぇとっくうえ う いぇこさけしけゃ ゅさぇあょぇく.

‶けょぇすぬ けぉなはゃかっくうっ う こけょこうしぇすぬしは くぇ ゅぇいっすせ ゃに きけあっすっ おさせゅかけしせすけつくけ こけ ぉっしこかぇすくけきせ すっかっそけくせ: 8-800-3001-076.

ÎÊÍÀ
5050 – ぉっい きけくすぇあぇ
9000 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 4200 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 6200 – «こけょ おかのつ»

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

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

1300

14
00

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

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

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

]こさぇゃおう こけ すっかっそけくせ  4-92-09.

ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ НАБОР
Срок обучения – 2 месяца.

╀っさっいけゃしおうえ しこけさすうゃくけ-
すったくうつっしおうえ おかせぉ [¨]〈¨ (╃¨]┿┿《)
¨╀‒ぅ╁╊ぅ╄〈 ′┿╀¨[ ′┿ ╉〉[]｠ ╁¨╃╇〈╄╊╄╈ 
すさぇくしこけさすくにた しさっょしすゃ おぇすっゅけさうう «╁»
(かっゅおけゃけえ ぇゃすけきけぉうかぬ).

[╄╉╊┿╋┿

4 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß8

けす 6500 させぉ.

8-912-04-56-504

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

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
ゎぎだずだゎ

ぢぎづぎどéゎごぞ 
ぞó¡Ü¿íú ごçíÖÜçóô

どぎずぎぱだぞ
8-908-90-24-652

[╄╉╊┿╋┿

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 [

╄
╉
╊

┿
╋

┿

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

[╄╉╊┿╋┿

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 1850 ë., 920 ë.
╋〉╉┿, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç, ç/ï - 950 ë., 480 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 [╄╉╊┿╋┿

すけかぬおけ 10 ょっおぇぉさは
‶¨╉〉‶┿╄╋ ╁¨╊¨]｠

╃¨[¨╂¨
(けす 30 しき)

せか. ╊っくうくぇ, 63
(╃けき ぉにすぇ, 2 ねすぇあ) づ
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[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 
Web-しぇえすけゃ

8-912-27-86-681
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ばçí¢íñ½▲ñ ïÜöëÜÑÖó¡ó だöÑñ¿ñÖó　 äÜ Ç. 
ゐñëñ£Üçï¡Ü½Ü ばäëíç¿ñÖó　 ぱñÑñëí¿áÖÜÇÜ 

¡í£Öíôñúïöçí äÜ でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó, äëó½óöñ 
½Üó äÜ£Ñëíç¿ñÖó　 ï äëÜâñïïóÜÖí¿áÖ▲½ 

äëí£ÑÖó¡Ü½!
ゑ▲ëí¢í0 çí½ óï¡ëñÖÖ00 ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá £í ç▲ïÜ¡óú 

äëÜâñïïóÜÖí¿ó£½ ó ÑÜßëÜïÜçñïöÖÜñ ÜöÖÜüñÖóñ ¡ ïçÜó½ 
Üß　£íÖÖÜïö　½. ばßñ¢ÑñÖí, ôöÜ çíü Üä▲ö, £ÖíÖó　 ó 
¡Ü½äñöñÖöÖÜïöá äÜ£çÜ¿　ö ÜïäñüÖÜ ëñüíöá £íÑíôó, ïöÜ　àóñ 
äñëñÑ とí£ÖíôñúïöçÜ½ づÜïïóó.

だö çïñú ÑÜüó ¢ñ¿í0 çí½ äëÜîçñöíÖó　 ó ÜÑíôó, çñë▲ ç ïçÜó 
ïó¿▲, ~ÖñëÇóó ó ÜäÜëïöçí ç ï¿Ü¢ñÖóó ¡í£Öíôñúï¡Ü½Ü Ññ¿Ü! ぢÜïöá 
ëíßÜöí ßÜÑñö öçÜëôñï¡Üú ó äëóÖÜïóö ëíÑÜïöá! でôíïöá　, 
ÑÜßëÜÇÜ £ÑÜëÜçá　 ó ß¿íÇÜäÜ¿Üôó　 çí½ ó çíüó½ ïñ½á　½!

で Üçí¢ñÖóñ½, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ÜöÑñ¿ñÖó　 ど.ご. ぜíëñ¡

8 ょっおぇぉさは ょかは ゃしっえ [けししうう こぇきはすくぇは ょぇすぇ. ╁ ねすけす ょっくぬ くぇ 
すっささうすけさうう くぇてっえ しすさぇくに ゃこっさゃにっ ぉにかけ けぉさぇいけゃぇくくけ おぇいくぇつっえしすゃけ 
[けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう. ‶さけういけてかけ ねすけ しけぉにすうっ ゃ 1992 ゅけょせ こけ 
〉おぇいせ ‶さっいうょっくすぇ [けししうう, こけょこうしぇゃてっゅけ こうしぬきっくくけっ しけゅかぇしうっ 
くぇ ゃけししけいょぇくうっ しうしすっきに けさゅぇくけゃ 《っょっさぇかぬくけゅけ おぇいくぇつっえしすゃぇ 
[けししうう.

[けししうえしおけっ ゅけしせょぇさしすゃけ さぇいゃうゃぇかけしぬ う しすぇくけゃうかけしぬ ゃきっしすっ 
し さぇいゃうすうっき おぇいくぇつっえしすゃぇ. ]っゅけょくは, こけしかっ ゃけいさけあょっくうは 
ょっはすっかぬくけしすう ねすけゅけ そうくぇくしけゃけゅけ う しすさぇすっゅうつっしおう ゃぇあくけゅけ ょかは 
ゃしっえ しすさぇくに うくしすうすせすぇ, きに きけあっき し せゃっさっくくけしすぬの ゅけゃけさうすぬ 
けぉ ねそそっおすうゃくけえ さぇぉけすっ おぇいくぇつっえしすゃぇ う しすぇぉうかぬくけき さぇいゃうすうう 
ゅけしせょぇさしすゃぇ.

] こけきけとぬの しうしすっきに, こさっょかけあっくくけえ おぇいくぇつっえしすゃけき, きけあくけ 
ゅけゃけさうすぬ け こさけいさぇつくけき くぇこけかくっくうう ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ ぉのょあっすぇ, 
ぇ すぇおあっ ゃしった さぇしたけょけゃ うい くっゅけ. ╁ くっしこけおけえくにっ 90-っ すぇおぇは しうしすっきぇ 
ぉにかぇ けつっくぬ ゃぇあくぇ ょかは しすさぇくに. ‶さうきっつぇすっかぬくけ すけ, つすけ しうしすっきぇ 
おぇいくぇつっえしすゃぇ, さぇいさぇぉけすぇくくぇは ゃ こさけてかにた ゃっおぇた, ぇおすせぇかぬくぇ う 
ゃけしすさっぉけゃぇくぇ ゃ くぇてう ょくう. 

]っゅけょくは おぇいくぇつっえしすゃけ ゃ ょけしすぇすけつくけえ しすっこっくう ゃかうはっす くぇ さぇぉけすせ 
くっ すけかぬおけ そうくぇくしけゃけえ しうしすっきに, くけ う ゃしっえ しすさぇくに ゃ ちっかけき. ‶けねすけきせ 
ゅけしせょぇさしすゃっくくにっ う けぉとっしすゃっくくにっ しすさせおすせさに いぇうくすっさっしけゃぇくに ゃ っっ 
しけゃっさてっくしすゃけゃぇくうう う さぇいゃうすうう.

╃っえしすゃせのとっっ しっゅけょくは おぇいくぇつっえしおけっ うしこけかくっくうっ ぉのょあっすけゃ 
╀のょあっすくけえ しうしすっきに [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう くぇ こさぇおすうおっ 
ょけおぇいにゃぇっす ゃしっ こさっうきせとっしすゃぇ せこさぇゃかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくにき 
ぉのょあっすけき こけしさっょしすゃけき おぇいくぇつっえしおけえ しうしすっきに. ¨ぉっしこっつっくうっ 
しゃけっゃさっきっくくにた さぇしつっすけゃ う ゃしっ こけしすせこかっくうは ゃ ぉのょあっす – ねすけ う っしすぬ 
さぇぉけすぇ しけゃさっきっくくけゅけ おぇいくぇつっえしすゃぇ. ¨す っゅけ さぇいゃうすうは ゃけ きくけゅけき 
いぇゃうしうす ねそそっおすうゃくけしすぬ さぇぉけすに ゃしっえ そうくぇくしけゃけえ しうしすっきに おぇお  
ゃしっえ しすさぇくに, すぇお う けすょっかぬくにた っっ すっささうすけさうえ.

8 ょっおぇぉさは – ╃っくぬ おぇいくぇつっえしすゃぇ!

╃けさけゅけえ, かのぉうきにえ くぇて 

Íèêèôîðîâ 
Áîðèñ Âèêòîðîâè÷!

╅っくぇ, ょっすう, ゃくせお ┿くょさのておぇ

Áîðèñ Âèêòîðîâè÷!Áîðèñ Âèêòîðîâè÷!
╊のぉうきにえ きせあ, けすっち う ょっょ!
╃せてぇ しゃっすかぇ, おけゅょぇ すに さはょけき!
╅うゃう う いょさぇゃしすゃせえ ゃしっき くぇ さぇょけしすぬ
╄とっ たけすは ぉに しけすくの かっす! 
╇ いくぇえ, すっぉっ いぇきっくに くっす!

╉ぇそっ «‒しあえすあせひ» 
こさうゅかぇてぇっす ゃぇし くぇ こさけゃっょっくうっ

 êîðïîðàòèâíûõ ïðàçäíèêîâ
 ñâàäåá   þáèëååâ
ПJ:A>GBQGH? F?GX 

IH >HKLMIGUF P?G:F

こ. ]すぇさけこにてきうくしお, せか. ╉うさけゃぇ, 11
8-908-63-75-777

こ. 【うかけゃしおうえ, せか. ′けゃぇは, 15ぇ
8 (34369) 4-50-23 づ
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