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‶¨╂¨╃┿ 
╁ ′┿【╄╋ ¨╉[〉╂╄ 
‶はすくうちぇ, 25 きぇさすぇ

¨ぉかぇつくけ, ゃさっきっくぇきう しくっゅ, 
ょくひき 0+2, くけつぬの -5-7

╁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 712 きき さす.しす.
]せぉぉけすぇ, 26 きぇさすぇ

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

ょくひき -1-3, くけつぬの -9-11
╁っすっさ いぇこぇょくにえ, 6 き/し, 
ょぇゃかっくうっ 728 きき さす.しす.
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〉╁┿╅┿╄╋｠╄ [┿╀¨〈′╇╉╇ ╉〉╊を〈〉[｠! 
‶さうきうすっ うしおさっくくうっ こけいょさぇゃかっくうは 

し ゃぇてうき いぇきっつぇすっかぬくにき こさぇいょくうおけき!
╉せかぬすせさぇ – ねすけ くっけすなっきかっきぇは つぇしすぬ あういくう かのぉけゅけ ゅけしせょぇさしすゃぇ. 

╀っい さぇいゃうすうは おせかぬすせさに けぉとっしすゃけ こさうたけょうす ゃ せこぇょけお, 
ょっゅさぇょうさせっす う こけゅうぉぇっす.

[ぇぉけすくうお ねすけえ けすさぇしかう – くっ こさけしすけ しけすさせょくうお, ゃにこけかくはのとうえ けこさっ-
ょっかひくくにっ けぉはいぇくくけしすう, ぇ つっかけゃっお, ゅかせぉけおけ けしけいくぇのとうえ う つせゃしすゃせ-
のとうえ ゃしひ こさっおさぇしくけっ, おけすけさけっ けおさせあぇっす くぇし, う おけすけさけっ きに こけさけえ 
こさけしすけ くっ いぇきっつぇっき ゃ けぉにつくけえ あういくう. ╀かぇゅけょぇさは っゅけ うょっはき う おさけ-
こけすかうゃけきせ すさせょせ, くぇてっ けぉとっしすゃけ あうゃひす うくすっさっしくけえ あういくぬの. ╇きっく-
くけ ぉかぇゅけょぇさは さぇぉけすくうおせ おせかぬすせさに しけたさぇくはのすしは しけすくう ゃっかうおけかっこくにた 
てっょっゃさけゃ う しけいょぇのすしは くけゃにっ, こさけゃけょはすしは おせかぬすせさくにっ きっさけこさうはすうは, 

けしすぇゃかはのとうっ ぉけかぬてけえ しかっょ ゃ ょせてっ おぇあょけゅけ うい っゅけ せつぇしすくうおけゃ.
‶せしすぬ ゃしひ いぇょせきぇくくけっ ゃぇきう ゃしっゅょぇ くぇたけょうす ゃけこかけとっくうっ ゃ さっぇかぬくけしすう. 
〈ゃけさつっしおうた ゃぇき せしこったけゃ, ぉかぇゅけこけかせつうは, しつぇしすぬは う おさっこおけゅけ いょけさけゃぬは! 

〉ょぇつう う ゃしっゅけ しぇきけゅけ くぇうかせつてっゅけ!
╇.╁. ╉┿[‶¨╁, 

う.け. ゅかぇゃに ╀っさひいけゃしおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ
╄.]. ╂¨╁¨[〉》┿, 

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

〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

╁]╄ ╉[┿]╉╇ ╋╇[┿ 
ÑÎÁÐÀËÈ «ÝÄÅËÜÂÅÉÑ» È «ÐÓÑÈ×È»

12 きぇさすぇ ゃ おけくちっさすくけき いぇかっ ╃╉ うき. ╊ぇゃさけゃぇ っおぇ-
すっさうくぉせさゅしおうえ いさうすっかぬ しきけゅ くぇしかぇょうすぬしは おけくちっさす-
くけえ こさけゅさぇききけえ «〈ぇくちせのとぇは こかぇくっすぇ», おけすけさせの 
こけょゅけすけゃうかう う こさけゃっかう たけさっけゅさぇそうつっしおうえ ぇくしぇきぉかぬ 
«ぁょっかぬゃっえし» う ぇくしぇきぉかぬ させししおうた くぇさけょくにた うくしすさせ-
きっくすけゃ «[せしうつう». 

– ╋に しすさっきうかうしぬ しけいょぇすぬ こさけゅさぇききせ, ょけしすけえくせの  
こさけそっししうけくぇかぬくけえ しちっくに. ╇ しっゅけょくは くぇき ねすけ せょぇ-
かけしぬ. ╋に  こけおぇいぇかう いさうすっかはき, つすけ ╀っさひいけゃしおうえ – 

«おかぇょけゃぇは» すぇかぇくすけゃ, – こけょっかうかしは し くぇきう ゃけしすけさゅけき 
させおけゃけょうすっかぬ «[せしうつっえ» ぃさうえ ╊せおぇくうく.

〉しこった おけくちっさすぇ こけょすゃっさあょぇっすしは っとひ う すっき, つすけ ぇょ-
きうくうしすさぇちうは おけくちっさすくけゅけ いぇかぇ ╃╉ うき. ╊ぇゃさけゃぇ こさう-
ゅかぇしうかぇ たけさっけゅさぇそうつっしおうえ ぇくしぇきぉかぬ «ぁょっかぬゃっえし» う 
ぇくしぇきぉかぬ «[せしうつう» ゃにしすせこぇすぬ ゃ おけくちっさすくけき しっいけくっ 
2011-2012 ゅゅ. し くけゃけえ  こさけゅさぇききけえ.

╋に あっかぇっき おけかかっおすうゃぇき ゃょけたくけゃっくうは う くけゃにた 
すゃけさつっしおうた こけぉっょ!
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┿╉〈〉┿╊を′¨╇′′¨╁┿『╇╇

╁¨╆╁[┿】┿ぅ]を  ╉ ′┿‶╄』┿〈┿′′¨╋〉╉[╇╋╇′┿╊

¨╀╊┿]〈′｠╄ ′¨╁¨]〈╇ ╁ ぁ〈¨〈 ╃╄′を

╁ ╀[ わ26 (9701) けす 15 きぇさすぇ きに せあっ こうしぇかう け ょぇきっ, せ 
おけすけさけえ ょゃぇ さぇいぇ こにすぇかうしぬ せゅくぇすぬ あうゅせかひくけお ぉっい しうゅくぇかう-
いぇちうう. ′け, ゃうょうきけ, つせあけえ こさうきっさ くっ こけおぇいぇすっかっく. 

╁ くけつぬ し 20 くぇ 21 きぇさすぇ くっういゃっしすくにっ かうちぇ てぇすぇかうしぬ ぉっい 
ょっかぇ こけ せかうちっ ╋ぇおしうきぇ ╂けさぬおけゅけ ゃ ′けゃけぉっさひいけゃしおけき きう-
おさけさぇえけくっ. ╃ぇくくぇは ゅさせここぇ かうち さってうかぇ, つすけ おぇすぇすぬしは かせつ-
てっ, つっき てぇすぇすぬしは. «‶けこうくにゃぇは» こけこぇょぇゃてうっしは こけ こせすう 
ぇゃすけきけぉうかう, けくう ゃにつうしかうかう こっさゃせの あっさすゃせ – けすっつっしすゃっく-
くせの きぇてうくおせ ぉっい しうゅくぇかういぇちうう. ′っょけかゅけ こけさぇょけゃぇかうしぬ 
こけっいょおっ し ゃっすっさおけき, いぇしすさはかう ゃ こけょすぇはゃてっき しくっゅせ. ╀さけしうゃ 
こっさゃせの あっさすゃせ, すぇおうき あっ きっすけょけき けすにしおぇかう う ゃすけさせの, ぇ 
こけすけき う すさっすぬの. 

╆ぇ くけつくにっ こけおぇすせておう しけすさせょくうおぇきう せゅけかけゃくけゅけ さけいにしおぇ 
けょうく こけょけいさっゃぇっきにえ ぉにか いぇょっさあぇく こけ しすぇすぬっ «くっこさぇゃけ-
きっさくけっ いぇゃかぇょっくうっ ぇゃすけきけぉうかっき うかう ょさせゅうき すさぇくしこけさす-
くにき しさっょしすゃけき ぉっい ちっかう たうとっくうは (せゅけく) ゅさせここけえ かうち». 
¨しすぇかぬくにっ せつぇしすくうおう くけつくにた こさけうしてっしすゃうえ せしすぇくけゃかっくに. 

』っき ぉけかぬてっ ぉっしこっつくにた ぇゃすけかのぉうすっかっえ, すっき ぉけかぬてっ 
こさけしすけさぇ せゅけくとうおぇき う こさけしすにき ぉっいょっかぬくうおぇき. ′っ たけつっすしは 
ゃ きうかかうけくくにえ さぇい いぇうおぇすぬしは け ぉょうすっかぬくけしすう, くけ ゃしひ あっ, 
ゅけしこけょぇ う ょぇきに, ょぇゃぇえすっ せしかけあくうき あういくぬ くっつうしすにき くぇ 
させおせ う こけきにしかに かのょうておぇき!

┦┵╃ ┳┴┤┦┨┤ ┲┥ ┲┮┶╃┥┴╀┵┮┲┰ ┱┤┵┬┯╀┱┬┮┩
〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

╁ こっさうけょ し 21 こけ 27.03.2011 ゅけょぇ くぇ すっささうすけさうう ╀っさひいけゃしおけゅけ こさけゃけょうすしは けこっ-
さぇすうゃくけ-こさけそうかぇおすうつっしおけっ きっさけこさうはすうっ «┿ゃすけぉせし». ]けすさせょくうおう ╂╇╀╃╃ ぉせょせす 
すとぇすっかぬくけ こさけゃけょうすぬ こさけゃっさおう こぇししぇあうさしおけゅけ すさぇくしこけさすぇ, うた すったくうつっしおけゅけ しけ-
しすけはくうは, しけぉかのょっくうは ゃけょうすっかはきう さっあうきぇ すさせょぇ う けすょにたぇ. ┿ ぉょうすっかぬくにた ゅさぇあ-
ょぇく こさけしうき いゃけくうすぬ う しけけぉとぇすぬ け くぇさせてっくうはた ゃけょうすっかはきう ぇゃすけぉせしけゃ う ╂ぇいっかっえ ゃ 
╂╇╀╃╃ こけ すっかっそけくせ 4-39-76.

]┿╋¨]〈¨ぅ〈╄╊を′┿ぅ ╋¨╊¨╃┱╅′┿ぅ [┿╀¨〈┿
¨すょっか こけ ょっかぇき きけかけょひあう くぇてっゅけ けおさせゅぇ しけゃきっしすくけ し 

きうくうしすっさしすゃけき そういうつっしおけえ おせかぬすせさに, 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 いぇこせしおぇっす くけゃにえ 
うくくけゃぇちうけくくにえ こさけっおす こけ さぇいゃうすうの しせぉなっおすくけゅけ こけすっく-
ちうぇかぇ きけかけょひあう. 

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿, そけすけ ┿くくに ╂┿╁[╇╊╄′╉¨ ╆ぇ しかけあくにき くぇいゃぇくうっき 
しおさにゃぇっすしは こさけしすぇは うしすうくぇ: 
さぇぉけすぇすぬ くぇょ さってっくうっき しすけかぬ 
ぇおすせぇかぬくけゅけ くぇ しっゅけょくはてくうえ 
ょっくぬ ゃけこさけしぇ いぇくはすけしすう きけかけ-
ょひあう ょけかあくに くっ ゅけししすさせおすせ-
さに, ぇ ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ しぇきう 
しけうしおぇすっかう ゃぇおぇくしうう. 

′ぇ けぉかぇしすくけき しけゃっとぇくうう 
しけすさせょくうおけゃ けさゅぇくけゃ こけ さぇぉけ-
すっ し きけかけょひあぬの, こさけてっょてっき 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき, け しゃけうた ょけしすう-
あっくうはた さぇししおぇいぇかう う しけすさせょ-
くうおう くぇてっゅけ ゅけさけょしおけゅけ ¨╃╋, 
ゃっょぬ こさけっおす «╋けかけょひあくぇは 
ておけかぇ ぉせょせとっゅけ» – うくくけゃぇちう-
けくくぇは そけさきぇ けさゅぇくういぇちうう いぇ-
くはすけしすう きけかけょひあう. ′ぇてう しこっ-
ちうぇかうしすに ゃきっしすっ し おけかかっゅぇきう 
うい ょさせゅうた ゅけさけょけゃ こさけょけかあぇす 
ょっかぇすぬ けすおさにすうは, ゃにさぇぉぇすに-
ゃぇは くけゃにっ そけさきに ゃいぇうきけょっえ-
しすゃうは くぇ こかけとぇょおっ けぉかぇしすくけ-
ゅけ いくぇつっくうは, おけすけさぇは ゃしおけさっ 
しすぇさすせっす ゃ ╀っさひいけゃしおけき. 

╄ゃかぇきこうは ╆┿『╄‶╇′┿
┬ 『〈〉╆╄ ┫┨┴┤┦┵┶┦┷┭┶┩!

〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

¨〈 [╄╃┿╉『╇╇: 
]ゃけひ きくっくうっ こけ こけゃけょせ こっさっいぇたけさけくっくうは こさぇたぇ こっさゃけけすおさにゃぇすっかは さけししにこくけゅけ 

いけかけすぇ ╊. ╀させしくうちにくぇ ゃに きけあっすっ ゃにしおぇいぇすぬ こけ すっかっそけくぇき 49036 うかう 44711.      

′┿[¨╃′｠╈ ‶[¨╄╉〈

ぃかうは ╃¨╋[┿』╄╁┿, いぇき. ょうさっおすけさぇ 
おせかぬすせさくけ-ょけしせゅけゃけゅけ けすょっかぇ ╃ゃけさちぇ きけかけょひあう 
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〈ぇきぇさぇ ‶┿[【╇′┿, つかっく こさっいうょうせきぇ ゅけさけょしおけゅけ あっくしけゃっすぇ
╃かは きっくは くっ こさうくちうこうぇかぬくけ, ゅょっ 

ぉせょっす こけおけうすぬしは すっかけ ╊ぬゃぇ ╀させし-
くうちにくぇ, こぇきはすぬ け つっかけゃっおっ きけあっす 
しせとっしすゃけゃぇすぬ くっいぇゃうしうきけ けす きっしすぇ 
っゅけ いぇたけさけくっくうは: きに くっ いくぇっき, ゅょっ 
きけゅうかに きくけゅうた ゃっかうおうた こうしぇすっかっえ, 
くけ ゃっょぬ けす ねすけゅけ くっ こっさっしすぇひき こけ-
おかけくはすぬしは うた すぇかぇくすせ. ╇ こけすけき, こさぇた 
╊ぬゃぇ ╇ゃぇくけゃうつぇ くぇたけょうすしは くっ いぇ ゅさぇ-
くうちっえ, ぇ さはょけき, ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ, ょけ-
ぉさぇすぬしは ょけ ╇ゃぇくけゃしおけゅけ おかぇょぉうとぇ くっ 
こさっょしすぇゃかはっす すさせょぇ. [ぇいゅけゃけさ あっ け 

すけき, つすけ すぇき, «くぇ つせあぉうくっ», くうおすけ くっ 
しすぇくっす せたぇあうゃぇすぬ いぇ きけゅうかけえ, こけょ-
すぇかおうゃぇっす きっくは お きにしかう け おけききっさつっ-
しおけえ こけょけこかひおっ こさけっおすぇ. ╆くぇつうす, くっ 
すぇお せあ う ょけさけゅぇ こぇきはすぬ け いっきかはおっ… 
╃ぇ う くっ すさっぉせっす きけゅうかぇ おぇあょけょくっゃ-
くけゅけ せたけょぇ, こけねすけきせ くっ しすけうす ょさぇきぇ-
すういうさけゃぇすぬ しうすせぇちうの. ぅ しけゅかぇしくぇ し 
すっき, つすけ かせつてっ こぇきはすくにきう いくぇおぇきう 
けすきっすうすぬ きっしすぇ, ゅょっ さぇぉけすぇか くぇて 
いくぇきっくうすにえ いっきかはお, ぇ おけしすう っゅけ くぇょけ 
けしすぇゃうすぬ くぇ こさっあくっき きっしすっ.

╇ょっは ねおしゅせきぇちうう ゃにゅかはょうす くっ 
しかうておけき こさうゃかっおぇすっかぬくけ, かうつくけ きくっ 
こさっすうす さぇいさにゃぇくうっ きけゅうか. ] ょさせゅけえ 
しすけさけくに, [けょうくぇ ょけかあくぇ いくぇすぬ しゃけうた 
ゅっさけっゃ, ゃ すけき つうしかっ, きぇかぇは さけょうくぇ, う  
あうすっかう くっ すけかぬおけ しすけかうち, くけ う こさけ-

ゃうくちうう うきっのす こさぇゃけ こけおかけくうすぬしは 
かのょはき, おけすけさにっ しけゃっさてうかう ゃっかうおうっ 
けすおさにすうは うかう こさけしすけ しょっかぇかう ょけぉさにっ 
ょっかぇ. 〈ぇお つすけ うい ょゃせた  しこけさくにた ゃぇさう-
ぇくすけゃ ゃにぉうさぇの ゃすけさけえ – こっさっくけし こさぇ-
たぇ ╀させしくうちにくぇ ゃ ╀っさひいけゃしおうえ. 

14 きぇさすぇ ゃ ╋けくっすくけき こけ ぇょさっしせ せか. ╊っさきけくすけゃぇ, 63, 
ぉにか けぉくぇさせあっく すさせこ ゅさぇあょぇくおう 〈ぇしおぇっゃけえ ╋.╇. 1924 ゅけょぇ 
さけあょっくうは. ]せょっぉくぇは きっょうちうくしおぇは ねおしこっさすういぇ こけおぇいぇかぇ, 
つすけ しきっさすぬ くぇしすせこうかぇ けす いぇおさにすけえ つっさっこくけ-きけいゅけゃけえ 
すさぇゃきに. ╀ぇぉせておせ ういぉうかう (けぉ ねすけき しゃうょっすっかぬしすゃせっす しう-
くはお こけょ ゅかぇいけき), ぇ こけすけき せょぇさうかう こけ ゅけかけゃっ. ]けすさせょくうおう 
せゅけかけゃくけゅけ さけいにしおぇ ╀っさひいけゃしおけゅけ ¨╁╃ ゃにつうしかうかう ょゃけうた 
きせあつうく. ╁ すけす さけおけゃけえ ょっくぬ けくう けぉぇ くぇゃっょぇかうしぬ お しすぇ-
させておっ: けょうく, おぇお ゃにはしくうかけしぬ くぇ ょけこさけしっ, くぇぉかのょぇか う こけ-
きけゅぇか いぇきっすぇすぬ しかっょに こさっしすせこかっくうは, ゃすけさけえ – ぉうか こっくしう-
けくっさおせ. 〉ぉうえちぇ – 30-かっすくうえ きせあつうくぇ, ぉっい けこさっょっかひくくけゅけ 
きっしすぇ あうすっかぬしすゃぇ, さぇくっっ しせょうきにえ いぇ おさぇあせ, –  くぇ ょけこさけしっ 
ゃけ ゃしひき こさういくぇかしは う ぉにか ぇさっしすけゃぇく. ′ぇおぇくせくっ しすぇさせておぇ 
こけかせつうかぇ こっくしうの, ぇ くっこさけしにたぇのとうっ つっすゃひさすにえ ょっくぬ ぇか-
おぇてう たけすっかう «しすさはしすう» し くっひ ょっくぬゅう. [ってうかう こけこせゅぇすぬ, 
こぇさせ さぇい せょぇさうかう, ゃ さっいせかぬすぇすっ ぉぇぉせておぇ せこぇかぇ ゃ けぉきけさけお 
う くっ けつくせかぇしぬ. ′け ょっくっゅ けくう すぇお う くっ くぇてかう. 

┲┶┮┤┫┤┯┤ ┤┯┮┤┼┷ ┬ ┷┰┩┴┯┤

╁ 1822 ゅけょせ うくあっくっさ うい ╀うさきうくゅっきぇ 〉うかぬはき 』っさつ こっさゃにき いぇこぇすっくすけゃぇか 
すうこけゅさぇそしおせの くぇぉけさくせの きぇてうくせ. ′ぇつうくぇは し ういけぉさっすっくうは おくうゅけこっつぇすぇくうは う ょけ 
ねすけゅけ きけきっくすぇ, くぇぉけさ こさけういゃけょうかしは すけかぬおけ ゃさせつくせの. ′ぇぉけさくぇは きぇてうくぇ 』っさつぇ 
こさっょしすぇゃかはかぇ うい しっぉは はつっえおう し かうすっさぇきう う おかぇゃうぇすせさせ. ′ぇあぇすうっき おかぇゃうてう 
しけけすゃっすしすゃせのとぇは かうすっさぇ ゃにしゃけぉけあょぇかぇしぬ う けこせしおぇかぇしぬ ゃ きぇゅぇいうく. ╁にさぇゃくうゃぇくうっ 
かうすっさ ゃくせすさう きぇゅぇいうくぇ こさけういゃけょうかけしぬ ゃさせつくせの. ¨ょくぇおけ ねすぇ きぇてうくぇ ぉにかぇ 
くっょけしすぇすけつくけ すったくけかけゅうつくけえ, こけねすけきせ さぇしこさけしすさぇくっくうは くっ こけかせつうかぇ. ╆ぇすけ っひ 
せしすさけえしすゃけ こけしかせあうかけ こさけすけすうこけき ょかは きくけあっしすゃぇ こけしかっょせのとうた おけくしすさせおちうえ.

╁ 1896  ゅけょせ  ゃ ┿そうくぇた けすおさにかうしぬ ‶っさゃにっ ¨かうきこうえしおうっ ╇ゅさに.
[¨╃╇╊╇]を:
1874 ゅ. - ╂ぇささう ╂せょうくう, いくぇきっくうすにえ ぇきっさうおぇくしおうえ うかかのいうけくうしす.
1891 ゅ. - ]っさゅっえ ╁ぇゃうかけゃ, させししおうえ そういうお, けしくけゃぇすっかぬ しけゃっすしおけえ. 
くぇせつくけえ ておけかに そういうつっしおけえ けこすうおう, こさっいうょっくす ┿おぇょっきうう くぇせお ]]][.
1906 ゅ. - ╉かぇゃょうは 【せかぬあっくおけ, させししおぇは こっゃうちぇ.
1947 ゅ. - ]ゃっすかぇくぇ 〈けきぇ, ぇおすさうしぇ («╋けえ かぇしおけゃにえ う くっあくにえ いゃっさぬ» う す.ょ.).

   1955 ゅ. - ┿かっおしぇくょさ ╀せえくけゃ, こっゃっち.

′ぇ いぇしっょぇくうう 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, おけすけさけっ 22 きぇさすぇ こさけゃひか こっさゃにえ いぇ-
きっしすうすっかぬ こさっょしっょぇすっかは けぉかぇしすくけゅけ おぇぉうくっすぇ 
きうくうしすさけゃ ╋うたぇうか ╋ぇおしうきけゃ, こさうくはすけ こけしすぇくけゃ-
かっくうっ け こかぇくっ けさゅぇくういぇちうう さけいくうつくにた さにくおけゃ くぇ 
]さっょくっき 〉さぇかっ.

«╁ こさけてかけき ゅけょせ しさっょくうっ ちっくに くぇ さにくおぇた 
こさぇおすうつっしおう くぇ ゃしの かうくっえおせ こさけょけゃけかぬしすゃっく-
くけえ ゅさせここに すけゃぇさけゃ いぇ うしおかのつっくうっき そさせおすけゃ う 
けゃけとっえ ぉにかう くうあっ, つっき ゃ きぇゅぇいうくぇた», – けぉさぇすうか 
ゃくうきぇくうっ さっゅうけくぇかぬくにえ きうくうしすさ すけさゅけゃかう, こうすぇ-
くうは う せしかせゅ ╃きうすさうえ ′けあっくおけ. 

‶け っゅけ しかけゃぇき, ょけかは こさけょぇあう すけゃぇさけゃ くぇ さけい-
くうつくにた さにくおぇた ゃ ちっかけき こけ うすけゅぇき こさけてかけゅけ ゅけょぇ 
くぇ ]さっょくっき 〉さぇかっ しけしすぇゃうかぇ 7,8 こさけちっくすぇ ゃ けぉ-
とっき けぉなひきっ すけさゅけゃかう.

〈ぇおあっ ゃ たけょっ いぇしっょぇくうは せすゃっさあょっくけ こけしすぇくけゃ-
かっくうっ けぉ けぉかぇしすくけき ゅけしせょぇさしすゃっくくけき さっいっさゃっ きぇ-
すっさうぇかぬくにた さっしせさしけゃ ょかは けぉっしこっつっくうは さぇぉけす こけ 
かうおゃうょぇちうう つさっいゃにつぇえくにた しうすせぇちうえ さっゅうけくぇかぬ-
くけゅけ う きっあきせくうちうこぇかぬくけゅけ たぇさぇおすっさぇ. 

╁[╇¨ くぇつぇかぬくうおぇ ╂〉 ╋』] こけ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-

かぇしすう ┿かっおしぇくょさ ╉けかっしくうおけゃ けすきっすうか, つすけ さっいっさゃ 
きぇすっさうぇかぬくにた さっしせさしけゃ しけいょぇひすしは いぇぉかぇゅけゃさっ-
きっくくけ くぇ すけす しかせつぇえ, っしかう けくう ねおしすさっくくけ こけくぇ-
ょけぉはすしは. 

╁ くっゅけ ゃおかのつっくけ こさけょけゃけかぬしすゃうっ, すけゃぇさに こっさ-
ゃけえ くっけぉたけょうきけしすう, きっょうおぇきっくすに, しさっょしすゃぇ うく-
ょうゃうょせぇかぬくけえ いぇとうすに, しすさけうすっかぬくにっ きぇすっさうぇかに 
う くっおけすけさにっ ょさせゅうっ さっしせさしに. ¨くう さぇいきっとっくに 
すぇき, けすおせょぇ ゃけいきけあくぇ うた けこっさぇすうゃくぇは ょけしすぇゃおぇ 
ょかは こさけゃっょっくうは ぇゃぇさうえくけ-しこぇしぇすっかぬくにた う ょさせ-
ゅうた くっけすかけあくにた さぇぉけす こけ せしすさぇくっくうの くっこけしさっょ-
しすゃっくくけえ けこぇしくけしすう ょかは あういくう う いょけさけゃぬは かのょっえ, 
さぇいゃひさすにゃぇくうは う しけょっさあぇくうは ゃさっきっくくにた こせくおすけゃ 
こさけあうゃぇくうは, こうすぇくうは こけしすさぇょぇゃてうた ゅさぇあょぇく, 
けおぇいぇくうは うき こけきけとう.   

«‶さう さぇいさぇぉけすおっ ょぇくくけゅけ こけしすぇくけゃかっくうは せつすっ-
くに すさっぉけゃぇくうは ょっえしすゃせのとうた くけさきぇすうゃくけ-こさぇゃけ-
ゃにた ょけおせきっくすけゃ, さっゅかぇきっくすうさせのとうた ゃけこさけしに 
そけさきうさけゃぇくうは, たさぇくっくうは う うしこけかぬいけゃぇくうは こっさっつ-
くは きぇすっさうぇかぬくにた さっしせさしけゃ ょかは かうおゃうょぇちうう つさっい-
ゃにつぇえくにた しうすせぇちうえ こさうさけょくけゅけ う すったくけゅっくくけゅけ 
たぇさぇおすっさぇ», – けすきっすうか けく. 

¨〈╉[｠╁┿╄╋ [｠′╉╇, ′┿‶¨╊′ぅ╄╋ ╆┿╉[¨╋┿

╁ こさけてかけき くけきっさっ くぇてっえ ゅぇいっすに ゃに-
てかぇ いぇきっすおぇ «╁ ¨おすはぉさぬしおけき ういくぇしうかけ-
ゃぇくぇ 90-かっすくはは ぉぇぉせておぇ». ぁすけ ぇきけさぇかぬ-
くにえ こけしすせこけお, け おけすけさけき う ゅけゃけさうすぬ 
くっこさうはすくけ. ′け すぇおけゃぇ あういくぬ, う しおさにゃぇすぬ 
ねすせ こさぇゃょせ いぇ «たけさけてうきう» くけゃけしすはきう – 
いくぇつうす かゅぇすぬ つうすぇすっかはき う しぇきうき しっぉっ. 
╃せきぇっき, ういゃっしすうっ てけおうさけゃぇかけ きくけゅうた. 
╋に くっ しきけゅかう こさけきけかつぇすぬ – ねすけ くっ こけ-
あせさくぇかうしすしおう. ′ぇこうしぇかう. ′ぇ しかっょせのとうえ 
ょっくぬ くぇき し せすさぇ こけいゃけくうかう: ぉぇぉせておぇ 
ぉにかぇ ゅけすけゃぇ ょぇゃぇすぬ うくすっさゃぬの! 

«╉ぇお? ╆ぇつっき っえ ねすけ くせあくけ? ╁ しゃけひき かう 
けくぇ せきっ?» う ょっしはすおう ょさせゅうた «こけつっきせ» 
おさせあうかうしぬ おぇお くぇいけえかうゃにっ きせたう う さぇい-
ぉうゃぇかうしぬ け こさけしすにっ ねすうつっしおうっ くけさきに, 
くぇおさっこおけ いぇこっさすにっ ゃ きけっえ ゅけかけゃっ, すけつくけ 
け しすっおかけ. ′け は こけったぇかぇ, – たけすは ょけ こけしかっょ-
くっゅけ きけきっくすぇ ぉにかぇ せゃっさっくぇ, つすけ ぉぇぉせておぇ 
けすおぇあっすしは ゃしすさっつぇすぬしは し こさっししけえ. 

╁ くっぉけかぬてけき こけしひかおっ こけつすう おぇあょにえ 
いくぇっす ょさせゅ ょさせゅぇ, かのょう くっ こさうゃにおかう 
すぇうすぬしは: さぇいゃっ しおさけってぬ けす しけしっょっえ さぇ-
ょけしすぬ うかう ゅけさっ, っしかう あうゃひてぬ くぇ ゃうょせ? 
¨おすはぉさぬしおうえ – くっ うしおかのつっくうっ, くぇき すせす 
あっ こけょしおぇいぇかう, ゅょっ くぇえすう すひすの ‶ぇくの. 
╁けす すぇお こけ-しゃけえしおう っひ いょっしぬ ゃしっ いけゃせす, ぇ 
しっえつぇし, おけゅょぇ しかせつうかけしぬ くっしつぇしすぬっ, いぇぉけ-
すはすしは け しすぇさせておっ: おすけ しせこつうおぇ こさうくっしひす, 
おすけ ょさけゃうてっお. ‶けしすせつぇかう, う けくぇ すせす あっ 
けすゃけさうかぇ. ╅ょぇかぇ. ′っしきけすさは くぇ こさっおかけく-
くにえ ゃけいさぇしす う くっょせゅう, ゃ おゃぇさすうさっ ゃしひ 
つうしすっくぬおけ こさうぉさぇくけ, こけ-こさけしすけきせ, おぇお せ 
きくけゅうた ゃっすっさぇくけゃ.

– ぅ けす ╀けゅぇ くっ すぇの, ゃしひ こさぇゃょぇ, – っょゃぇ 
こけいくぇおけきうゃてうしぬ, くぇつぇかぇ しゃけの うしこけゃっょぬ 
‶さぇしおけゃぬは ╊っけくすぬっゃくぇ. – ]かにてせ しすせお ゃ 
ょゃっさぬ, は くぇ おけえおっ しうあせ, けこはすぬ こけしすせつぇか 
– は くう しかけゃぇ. ¨く つすけ-すけ こさうくひし, ょぇゃぇえ 
てせきっすぬ, いぇきけお けすゃっさくせか. ┿ は ういくせすさう 
ゃきっしすけ あっかっいくけえ ちっこけつおう くぇ ょゃっさう すけか-
しすせの ゃっさひゃおせ いぇゃはいぇかぇ ょかは こけょしすさぇたけゃ-

おう, つすけぉに くうおすけ くっ いぇたけょうか. 〈ぇお けく っひ 
くけあけき こっさっさっいぇか う ゃけてひか. ]っか せ しすけかぇ, 
ぇ は せ こっつう しすけの. ]くぇつぇかぇ けょくせ こぇこうさけしせ 
ゃにおせさうか, ゃすけさせの, すさっすぬの, «ぉにつおう» ぉさけ-
しぇっす お こっつおっ. ぅ っきせ ゅけゃけさの: – ╇ょう ょけきけえ, 
すぇき う おせさう. – ′っ おさうつう. – ╆ぇ させおう きっくは 
したゃぇすうか, ぇ は ゃにさゃぇかぇしぬ, いぇぉさぇかぇしぬ ゃ せゅけ-
かけお う いぇゃけこうかぇ: – 〉えょう! ╃けきけえ しすせこぇえ! – 
¨く きけかつうす. ]くけゃぇ いぇ させおう きっくは したゃぇすうか, 
ゃにすはくせか けすすせょぇ う くぇ おさけゃぇすぬ こけかけあうか, 
てすぇくに しけょさぇか…  ¨え きぇきけつおぇ, おぇさぇせか, 
さけょくぇは! – いぇこさうつうすぇかぇ すひすは ‶ぇくは. 

╄ひ ゅかぇいぇ ぉにかう おさぇしくにきう けす しかひい, くけ こさう 
くぇし けくぇ くっ こかぇおぇかぇ. ╂けかけし ょさけあぇか こさう 
«こうおぇくすくにた» こけょさけぉくけしすはた, すけゅょぇ ぉぇぉせて-
おぇ けしすぇくぇゃかうゃぇかぇしぬ, つすけぉに しょっかぇすぬ ゅかせぉけ-
おうえ ゃょけた, う こさけょけかあぇかぇ ょぇかぬてっ:

– ╃けきぇ くうおけゅけ くっ ぉにかけ, くうおすけ くっ こけ-
きけゅ… ╂させょぬ きくっ ゃしの さぇいょぇゃうか, ぇ しぇきにえ 
くうい – ゃしひ さぇいけさゃぇか. ]っえつぇし かっつせしぬ. 

〈ひすは ‶ぇくは さぇししおぇいぇかぇ ゃしひ おぇお くぇ ょせたせ, 
くっ しすっしくははしぬ う くっ しすにょはしぬ. 〈ぇおけっ せ くっひ 
こさけしすけっ う けすおさにすけっ しっさょちっ. 

′ぇしうかぬくうおけき けおぇいぇかしは 40-かっすくうえ しけ-
しっょ, おけすけさにえ あうか し くっえ ゃ けょくけき ぉぇさぇおっ, 
うた さぇいょっかはかう ょゃっ おゃぇさすうさに. ¨く ょゃぇあょに 
くぇょさせゅぇかしは くぇょ ぉぇぉせておけえ. 14 きぇさすぇ こけ 
いぇはゃかっくうの こけすっさこっゃてっえ しけすさせょくうおう せゅけ-
かけゃくけゅけ さけいにしおぇ, おぇお せあっ しけけぉとぇかけしぬ 
さぇくっっ, ゃにつうしかうかう っゅけ ゃ こけしひかおっ う いぇょっさ-
あぇかう. 

′っしおけかぬおけ ょくっえ くぇいぇょ ょかは ゃにはしくっくうは 
ゃしった けぉしすけはすっかぬしすゃ こさけうしてっしすゃうは う ょけ-
こさけしぇ «ゅっさけは» お ぉぇぉせておっ くぇゃっょぇかぇしぬ 
けこっさゅさせここぇ. 〈ひすは ‶ぇくは せてかぇ う いぇおさにかぇしぬ 
ゃ ょさせゅけえ おけきくぇすっ, おけゅょぇ こさうゃっいひくくにえ しけ-
しっょ けぉなはしくはか う こけおぇいにゃぇか こさう こけくはすにた 
ゃしっ ょっすぇかう ういくぇしうかけゃぇくうは – っえ ぉにかけ 
ぉけかぬくけ う しすさぇてくけ. 

– 》せあっ そぇてうしすぇ! – こさけすはあくけ こさけうい-
くけしうかぇ けくぇ くっしおけかぬおけ さぇい ゃ さぇいゅけゃけさっ う 
きにしかっくくけ せたけょうかぇ ゃゅかせぉぬ しっぉは. ]くぇさせあう 

ねすけゅけ くっ ぉにかけ いぇきっすくけ, くけ ょせてぇ っひ さに-
ょぇかぇ. ]すにょくけ いぇ ‶さぇしおけゃぬの ╊っけくすぬっゃくせ 
╆せぉつうたうくせ ょけかあくけ ぉにすぬ ゃしっき くぇき. ]すにょ-
くけ いぇ すけ, つすけ ぉさけしぇっき しすぇさうおけゃ, さぇいょさぇ-
あぇっきしは, くっ すっさこうき, しきっひきしは くぇょ くうきう.

〈ひすは ‶ぇくは きくけゅけっ こっさっあうかぇ ゃ あういくう: ゃ 
ゅけょに ╁¨╁ さぇぉけすぇかぇ くぇ あっかっいくけえ ょけさけゅっ 
(«ょっゃつけくけつおけえ すぇしおぇかぇ てこぇかに»), こけしかっ 
ゃけえくに う ゃ こっさっしすさけえおせ すさせょうかぇしぬ ゃきっしすっ 
し きせあっき くぇ すけさそけさぇいさぇぉけすおぇた ゃ ̈ おすはぉさぬ-
しおけき. 〉 くっひ っしすぬ ょゃっ ょけつっさう: けょくぇ あうゃひす 
ゃ 』っかはぉうくしおっ, ょさせゅぇは – ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ, 
こけしかっょくはは つぇしすけ くぇゃっとぇっす きぇきせ, こさう-
ゃけいうす こさけょせおすに, せたぇあうゃぇっす いぇ くっえ, くけ 
いぇぉさぇすぬ お しっぉっ くっ きけあっす: あうかこかけとぇょぬ 
きぇかぇ, ょぇ う しぇきぇ ‶さぇしおけゃぬは ╊っけくすぬっゃくぇ 
くっ たけつっす けぉさっきっくはすぬ しっきぬの ょけつっさう.   

〈ひすは ‶ぇくは こさけあうかぇ あういくぬ, う しっえつぇし 
けくぇ けぉかうつぇっす けぉとっしすゃけ ゃ ょっゅさぇょぇちうう 
う ういゃさぇとひくくけしすう. ╁ ねすけえ しうすせぇちうう しかう-
かけしぬ ゃけっょうくけ ゃしひ: う けすくけてっくうっ お こけ-
あうかにき, う しけちうぇかぬくぇは くっいぇとうとひくくけしすぬ 
ゅさぇあょぇく, う しぇきぇ あういくぬ. ′っせあっかう しすぇさう-
おう くっ いぇしかせあうゃぇのす かせつてっゅけ けぉさぇとっくうは, 
ぉっいけこぇしくけゅけ あうかぬは? ]け しすけさけくに ぉぇ-
ぉせておう ゃにくけしうすぬ こけょけぉくにっ すっきに くぇ しせょ 
けぉとっしすゃっくくけしすう – ねすけ きせあっしすゃっくくにえ 
こけしすせこけお. 

ぅ ゃにてかぇ けす くっひ ゃ おぇおけき-すけ けちっこっ-
くっくうう. ′っ きけゅせ こっさっょぇすぬ しかけゃぇきう, つすけ 
つせゃしすゃけゃぇかぇ すけゅょぇ. ]すさっかけえ こさけかっすっかぇ 
きにしかぬ: «‶さっょしすぇゃぬ, ぇ っしかう くぇ っひ きっしすっ 
けおぇいぇかぇしぬ ぉに すゃけは ぉぇぉせておぇ うかう きぇきぇ». 
╁ ゅぇいっすっ つぇしすけ こっつぇすぇのす おさうきうくぇかぬくせの 
たさけくうおせ, こけ すっかっゃういけさせ うょせす こさけゅさぇききに 
っとひ «つっさくっっ». ╋に しきけすさうき うた う くっ いぇ-
ょせきにゃぇっきしは, つすけ ねすけ きけあっす こさけういけえすう ゃ 
くぇてっえ しっきぬっ. ‶けさけえ きに いぇぉにゃぇっき け さけょ-
くにた, たけすは せ きくけゅうた うい くぇし, ゃけす すぇお あっ 
ゃ ゅかせぉうくおっ, あうゃせす ぉぇぉせておう う ょっょせておう. 
]っえつぇし ゅかぇゃくけっ ょかは くうた – くぇてう ゃくうきぇ-
くうっ う いぇぉけすぇ. 

′ぇすぇかぬは ╋せょさっちけゃぇ, くぇつぇかぬくうお けすょっかぇ きけかけょひあくにた 
こさけゅさぇきき ╋うくうしすっさしすゃぇ そういうつっしおけえ おせかぬすせさに, 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
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] こさうたけょけき ゃっしくに おぇあょにえ ゃけ-

ょくにえ けぉなっおす こさっゃさぇとぇっすしは ゃ いけくせ 
ゃけいきけあくけえ つさっいゃにつぇえくけえ しうすせぇ-

ちうう. ╁ けしくけゃくけき こけすけきせ, つすけ きくけ-

ゅうっ かのょう こさっくっぉさっゅぇのす きっさぇきう 
こさっょけしすけさけあくけしすう う ゃにたけょはす くぇ 
かひょ, こけょゃっさゅぇは しゃけの あういくぬ しきっさ-

すっかぬくけえ けこぇしくけしすう. ¨しけぉっくくけ ねすけ 
おぇしぇっすしは かのぉうすっかっえ さにぉぇかおう う 
ょっすっえ, うゅさぇのとうた くぇ ぉっさっゅせ, ゃぉかう-

いう おさけきおう かぬょぇ. ‶けょつぇし こけょけぉくぇは 
ぉっしこっつくけしすぬ こさうゃけょうす お くっこけ-

こさぇゃうきけえ ぉっょっ. ¨すょっか ゅさぇあょぇく-

しおけえ いぇとうすに ゅ. ╀っさひいけゃしおけゅけ くぇ-

こけきうくぇっす け くっけぉたけょうきけしすう ぉにすぬ 
ぉょうすっかぬくにきう う けしすけさけあくにきう くぇ 
ゃっしっくくっき かぬょせ!

┥┲┯╀┼┤╃ ┦┲┨┤
╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは  いぇこぇしに しくっ-

ゅぇ くぇ すっささうすけさうう くぇてっゅけ けおさせゅぇ 
こさっゃにてぇのす ょゃっ ゅけょけゃにっ くけさきに. 
¨くう う ぉせょせす けこさっょっかはすぬ ゃっかう-

つうくせ こさっょしすけはとっゅけ こけかけゃけょぬは. 
╂うょさけきっすっけさけかけゅうつっしおうっ こぇさぇ-

きっすさに こさけてっょてっえ いうきに こけいゃけかは-

のす こさけゅくけいうさけゃぇすぬ けしかけあくっくうっ 
こぇゃけょおけゃけえ けぉしすぇくけゃおう ゃ こっさうけょ 
しくっゅけすぇはくうは. ╁ ゅけさけょっ ゃけいきけあくけ 
こけょすけこかっくうっ せかうち, さぇしこけかけあっく-

くにた ゃぉかういう さっつおう ╀っさひいけゃおう.
』すけぉに こけしかっょしすゃうは くぇゃけょくっくうは 

しゃっしすう お きうくうきせきせ, こさっょしすけうす 
ょっえしすゃけゃぇすぬ くっ すけかぬおけ  おけきうし-
しうう こけ 』], くけ う しぇきうき あうすっかはき. 
′せあくけ しゃけっゃさっきっくくけ さぇしつうしすうすぬ 
ゃけょけしすけつくにっ おぇくぇゃに, せぉさぇすぬ し 
こさうょけきけゃにた すっささうすけさうえ しすさけう-

すっかぬくにえ きぇすっさうぇか, けさゅぇくうつっしおうっ 
せょけぉさっくうは. 

┿さすっかぬ しすぇさぇすっかっえ «《ぇさすぇ» ゃ 
しかっょせのとっき ゅけょせ けぉはいぇくぇ ゃっさくせすぬ 
かっしくけきせ たけいはえしすゃせ ゃ こけかくけき けぉな-

ひきっ いっきかう, おけすけさにっ けくぇ ぉさぇかぇ ゃ 
ぇさっくょせ. ╇しこけかぬいけゃぇゃてうっしは いけかけ-

すけょけぉにすつうおぇきう こかけとぇょう ょけかあくに 
しすぇすぬ こさうゅけょくにきう ょかは ゃにさぇとうゃぇ-

くうは かっしぇ, ょかは ねすけゅけ くぇょけ こさけゃっしすう 
きったぇくうつっしおせの う ぉうけかけゅうつっしおせの 
さっおせかぬすうゃぇちうの. 〉あっ くにくってくっえ 
ゃっしくけえ ぇさすっかぬ こかぇくうさせっす いぇしぇょうすぬ 
きぇかっくぬおうきう ょっさっゃちぇきう けおけかけ ょっ-

ゃはすう ゅっおすぇさけゃ いっきかう.
– ╉ぇお こけおぇいにゃぇっす けこにす, こさけちっしし 

こけしぇょおう くぇ さにたかけえ う ゃかぇあくけえ こけ-

つゃっ こさけたけょうす すはあっかけ, くけ こさうあう-

ゃぇっきけしすぬ しぇあっくちっゃ いょっしぬ おぇお さぇい 
けつっくぬ ゃにしけおぇ, – こけはしくはっす ょうさっおすけさ 
╂〉 ]¨ «╀っさひいけゃしおけっ かっしくうつっしすゃけ» 
╁ぇしうかうえ ╁ぇしうかぬっゃうつ ‶けょっさゅうく. 
– ′せ, ぇ こけしかっ こっさっょぇつう さっおせかぬすう-

ゃうさけゃぇくくにた いっきっかぬ たけいはえしすゃせ きに 
ゃけいぬきひき くぇ しっぉは ょぇかぬくっえてうえ せたけょ 
いぇ きけかけょにきう しけしくぇきう う っかはきう.

«╉けしきうつっしおうえ ねおけょっしぇくす», «╉けしきけそうくうて, 
おけしきけしすぇさす う おけしきうつっしおうえ すぇかぇくす», «′ぇき 
ぉっい くうた ゃ こけかひす くっかぬいは: きに し あうゃけすくにきう 
ょさせいぬは», «╉けしきけねおけねおうこぇあ «╋っつすぇ», «╉ぇお 
こかぇくうさせっす こうかけす しゃけえ おけしきうつっしおうえ こけかひす», 
«‶さけゅせかおぇ こけょ いゃひいょくにき くっぉけき» – うししかっょけ-

ゃぇすっかぬしおうっ こさけっおすに し すぇおうきう くぇいゃぇくうはきう 
こさっょしすぇゃうかう くぇ しせょ あのさう うくすっかかっおすせぇかぬくけ-
すゃけさつっしおけえ うゅさに ょかは ょっすっえ «ぁおけ╉けかけぉけお» 
11 ておけか-せつぇしすくうち.

‶さけたけょうゃてぇは くぇ こさけてかけえ くっょっかっ うゅさぇ 
ぉにかぇ こけしゃはとっくぇ ゅけょせ [けししうえしおけえ おけしきけ-

くぇゃすうおう. ′ぇ けつくけき っひ ねすぇこっ きかぇょてっおかぇしし-
くうおう しさぇいうかうしぬ ゃ おけくおせさしぇた う ゃうおすけさうくぇた, 
ょっきけくしすさうさけゃぇかう しゃけの しきっおぇかおせ う そぇくすぇ-

いうの ゃ さぇいゅぇょにゃぇくうう おさけししゃけさょけゃ, こうしぇかう 
こうしぬきぇ うくけこかぇくっすはくぇき う さうしけゃぇかう おぇさすうくに 
くぇ おけしきうつっしおせの すっきぇすうおせ. ╁ うすけゅっ こっさゃけっ 
きっしすけ さぇいょっかうかう ¨〉 わ9 う ゅうきくぇいうは わ5, 
ゃすけさけっ きっしすけ – いぇ さっぉはすぇきう うい ¨〉 わ32, 

すさっすぬっ – かうちっは わ3 «┿かぬはくし». ‶さけっおすに きぇ-

かにてっえ ておけかに わ9 ぉせょせす こさっょしすぇゃかっくに くぇ 
けぉかぇしすくけき ねすぇこっ おけくおせさしぇ. ╉しすぇすう, ゃ こさけ-

てかけき ゅけょせ のくにっ ぉっさっいけゃつぇくっ ぉにかう かせつてう-

きう しさっょう しゃっさょかけゃつぇく-しゃっさしすくうおけゃ. 
– ] おぇあょにき ゅけょけき さぇしすひす つうしかけ せつぇしすくう-

おけゃ «ぁおけ╉けかけぉおぇ», くにくつっ せさけゃっくぬ こけょゅけ-

すけゃおう う こさけゃっょっくうは っゅけ ぉにか ゃにてっ, つっき ゃ 
2010-き. ╉けきぇくょに ゃにゅかはょっかう さぇしおさっこけとひく-

くにきう, さっぉはすぇ ゅけゃけさうかう け しっぉっ う けぉ けすくけてっ-

くうう ゅけさけあぇく お こさうさけょっ, いぇはゃかはかう しけぉしすゃっく-

くせの こけいうちうの こけ しけたさぇくっくうの けおさせあぇのとっえ 
しさっょに う しゃけっゅけ いょけさけゃぬは, – ょっかうすしは ゃこっつぇす-
かっくうはきう 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. – ‶せしすぬ ねすけす  くぇしすさけえ しけたさぇくうすしは せ 
くうた う ゃけ ゃいさけしかけえ あういくう.

╁ ¨¨¨ «╉っょさけゃしおうえ おさせ-

こはくけえ いぇゃけょ» くぇし こさう-

ゃっかぇ あぇかけぉぇ あうすっかっえ こけしひか-

おぇ, ゃっさくっっ, あっかぇくうっ せいくぇすぬ け 
こさうくはすにた こけ くっえ きっさぇた. ╄とひ 
ゃ こさけてかけき ゅけょせ こさっょこさうはすうっ 
ぉっい すっくう しけきくっくうは しおかぇょうさけ-

ゃぇかけ けすたけょに こさけういゃけょしすゃぇ いぇ 
しけぉしすゃっくくにき いぇぉけさけき. ╉けきせ 
こけくさぇゃうすしは すぇおけっ ぉっしおせかぬ-

すせさぬっ! ╁けす くぇさけょ う いぇはゃうか くぇ 
«おさせこけさせておせ» おせょぇ しかっょせっす. ┿ 
しっゅけょくは すっ あっ つぇしすくうおう たけょはす 
う しこさぇてうゃぇのす: ぇ くっす かう かうて-

くっえ かせいゅう, ぇ すけ しおけさけ せょけぉさはすぬ 
けゅけさけょに くぇょけ, ぇ くっつっき…

【っかせたう, かのょう ょけぉさにっ, くっす, う 
くっ ぉせょっす. 》けさけてけ ねすけ うかう こかけたけ, 
しっえつぇし さぇいぉっさひきしは. ╆ぇゃけょ, けょくけ 
うい くっきくけゅうた しっさぬひいくにた こさけうい-
ゃけょしすゃ ╉っょさけゃおう, せあっ ゃ すっつっくうっ 
くっしおけかぬおうた かっす ゃにこせしおぇっす おさせ-

こせ はつきっくくせの, こっさかけゃせの, たかけ-

こぬは けゃしはくにっ «╂っさおせかっし», きせおせ 
けゃしはくせの, ちっかにえ う おけかけすにえ ゅけさけた 
う こさけつうっ こさけょせおすに こっさゃけえ くっ-

けぉたけょうきけしすう. ‶さっあょっ つっき こけ-

かせつうすぬ つうしすっくぬおうっ, ゅかぇょっくぬおうっ 
いひさくにておう う ゅけさけてうくおう, くぇょけ うた, 
ゃけ-こっさゃにた, けつうしすうすぬ けす しけさぇ, ゃけ-
ゃすけさにた, けすてっかせてうすぬ, ゃ-すさっすぬうた, 
けすてかうそけゃぇすぬ う けすこけかうさけゃぇすぬ. 
╁けす けすおせょぇ う こけかせつぇっすしは かせいゅぇ. ╁ 
ちったぇた そせくおちうけくうさせのす ょゃっ かうくうう, 
うた さぇぉけすぇ こさけょせきぇくぇ ねそそっおすうゃ-

くけ, しおぇあっき, しっゅけょくは うょひす けゃひし 
(ゃ しせすおう っゅけ «こっさっきぇかにゃぇのす» 75 
すけくく), うい くっゅけ しくぇつぇかぇ ういゅけすけゃはす 
«╂っさおせかっし», ぇ こけしかっ きせおせ. 

┿ ゃけす ゅさっつおう すっこっさぬ くぇ いぇゃけょっ 
ゃに くっ せゃうょうすっ: けすおぇいぇかうしぬ けす くっひ, 
こけしおけかぬおせ いっさくけ かひゅおけっ, こっさっ-

ゃけい ぇゃすけきけぉうかはきう ねおけくけきうつっしおう 
くっゃにゅけょっく. ‶けすけきせ こさうてかけしぬ う 
けぉけさせょけゃぇくうっ しくはすぬ. ′け ゃ ちっかけき 
こけしすけはくくにた こけすさっぉうすっかっえ くっ こけ-

すっさはかう: ]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ う ╋け-

しおゃぇ, ╀っかゅけさけょ う 〈せかぇ, ╉うさけゃ う 
╄おぇすっさうくぉせさゅ すさぇこっいくうつぇのす こさけ-

ょせおちうっえ うい ╉っょさけゃおう う くぇたゃぇかう-

ゃぇのす っひ. ╀っさひいけゃしおうえ たかっぉけおけき-

ぉうくぇす ぉっさひす けゃしはくせの きせおせ ょかは 
ゃにこっつおう しゃけっゅけ ういゃっしすくけゅけ けゃしは-

くけゅけ こっつっくぬは. ╃させゅうっ こぇさすくひさに 
うしこけかぬいせのす ういょっかうは おさせこいぇゃけょぇ 
ょかは ゃにこせしおぇ おぇて ぉにしすさけゅけ こさう-

ゅけすけゃかっくうは. 
]にさぬひ あっ ¨¨¨ こけかせつぇっす うい 〈の-

きっくしおけえ, ╉せさゅぇくしおけえ う ]ゃっさょかけゃ-

しおけえ けぉかぇしすっえ. 〉ゃに, くにくってくうえ 
こけゃしっきっしすくにえ くっせさけあぇえ いっさくけゃにた 
ゃ しすさぇくっ あひしすおけ けすおけささっおすうさけゃぇか 
さぇぉけすせ いぇゃけょぇ: しっえつぇし けく いぇゅさせあっく 
かうてぬ くぇ 40 こさけちっくすけゃ, っしかう こさっ-

あょっ おけかかっおすうゃ すさせょうかしは おさせゅかけしせ-
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〉つぇしすくうおう うゅさに – さっぉはすぇ うい ておけかに わ8  
しけ しゃけうき こっょぇゅけゅけき 〈ぇすぬはくけえ ╋うたぇえかけゃくけえ ‶っつひくおうくけえ

Газ – это вам не шелуха
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すけつくけ, すけ すっこっさぬ ゃ ゃにたけょくにっ ゃしっ 50 
つっかけゃっお ょさせあくけ けすょにたぇのす. 〈っき くっ 
きっくっっ, し おけくゃっえっさぇ こけ-こさっあくっきせ 
ゃにたけょうす こさけょせおちうは う… っひ けすたけょに. 
【っかせたせ ょけ しうた こけさ こさっょこさうはすうっ 
つぇしすうつくけ さっぇかういけゃにゃぇかけ そっさきっ-

さぇき, おけすけさにっ うしこけかぬいけゃぇかう っひ おぇお 
ょけぉぇゃおせ お おけさきせ う こけょしすうかおせ ょかは 
あうゃけすくにた. ′け ゃしひ さぇゃくけ かせいゅう けしすぇ-

ゃぇかけしぬ きくけゅけ, こさうたけょうかけしぬ っひ しおかぇ-

ょうさけゃぇすぬ ゅょっ こさうょひすしは. ‶さけてかけゅけょ-

くはは あぇかけぉぇ あうすっかっえ いぇしすぇゃうかぇ-すぇおう 
こさうくはすぬ さってっくうっ, ょぇ くっこさけしすけっ, ぇ 
こっさっょけゃけっ, くぇせつくけっ. 

╉っょさけゃちに けぉさぇすうかうしぬ いぇ こけきけ-

とぬの ゃ 〉′『, ゅょっ うき こさっょかけあうかう 
せしすぇくけゃおせ ょかは しあうゅぇくうは てっかせたう. 
′せ, すぇお ねすけ こさけしすけ こっつおぇ, けす おけ-

すけさけえ こけすけき ぉせょっす かっすっすぬ いけかぇ, 
しおぇあっすっ ゃに. ╃かは せつひくにた せきけゃ 
すぇおけえ たけょ ぉにか ぉに いぇせさはょくにき う 
ぉっしたうすさけしすくにき: けくう こさうょせきぇかう 
ねおしこっさうきっくすぇかぬくけっ せしすさけえしすゃけ, 
ゅょっ ぉせょせす うい かせいゅう こけかせつぇすぬ ゅぇい, 
こけ こぇさぇきっすさぇき ぇくぇかけゅうつくにえ こさう-

さけょくけきせ! 〈けこかうゃけ こけえょひす こさはきう-

おけき ゃ しけぉしすゃっくくせの おけすっかぬくせの, 
おけすけさぇは けぉけゅさっゃぇっす ちったぇ う しくぇぉ-

あぇっす うた ゅけさはつっえ ゃけょけえ. ¨す すぇおけゅけ 
ういけぉさっすっくうは ゅさった ぉにかけ けすおぇいぇすぬ-

しは: くぇかうちけ ねおけくけきうは ゅぇいぇ, っゅけ 
すっこっさぬ きけあくけ ぉせょっす こけおせこぇすぬ くっ 
400 すにしはつ おせぉけゃ ゃ きっしはち, ぇ ゃょゃけっ 
きっくぬてっ, おさけきっ すけゅけ, さってうすしは 
こさけぉかっきぇ たさぇくっくうは てっかせたう, ぇ 
っとひ しくういはすしは こかぇすっあう いぇ くっゅぇ-

すうゃくけっ ゃけいょっえしすゃうっ くぇ けおさせあぇの-

とせの しさっょせ. 
′っょけかゅけ ょせきぇは, いぇゃけょつぇくっ しぇきう 

こけしすさけうかう こけきっとっくうっ こけょ せしすぇ-

くけゃおせ, こさけゃっかう すさせぉけこさけゃけょに: 
ぉけかぬてけゅけ ょうぇきっすさぇ – ゃ おけすっかぬくせの 
ょかは ぉせょせとっゅけ ゅぇいぇ, きぇかけゅけ – うい 
ちったけゃ ょかは こけょぇつう てっかせたう. 〉 くぇ-

つぇかぬくうおぇ おけすっかぬくけえ ┿くぇすけかうは 
┿かっおしぇくょさけゃうつぇ ┿ゃょのてっゃぇ ゅかぇいぇ 
しゃっすはすしは, おけゅょぇ けく さぇししおぇいにゃぇっす け 
すったくうつっしおけえ くけゃうくおっ: 

– ╄しかう こさけしすけ しあっつぬ てっかせたせ, すけ 
いけかぇ ぉせょっす さぇいかっすぇすぬしは こけ ゃけい-
ょせたせ, くうつっゅけ たけさけてっゅけ くっ こけかせ-

つうすしは うい ねすけえ いぇすっう, ぇ いょっしぬ けす-

たけょに ぉせょせす くっ ゅけさっすぬ, ぇ すかっすぬ こさう 
すっきこっさぇすせさっ 500-600 ゅさぇょせしけゃ. 
╉けくっつくけ,  いけかぇ すけあっ ぉせょっす, くけ 
くぇ 650 おうかけゅさぇききけゃ しにさぬは, こっさっ-

さぇぉぇすにゃぇっきけゅけ ゃ つぇし, ゃにえょっす っひ 
すけかぬおけ てっしすぬ おうかけ. ‶さうつひき ねすけ 
くっこかけたけっ せょけぉさっくうっ. 

╇ょっは かうてぬ くぇ こっさゃにえ ゃいゅかはょ 
くっいぇすっえかうゃぇ う こさけしすぇ: ゅぇい ゃ 500 

ゅさぇょせしけゃ, こけかせつっくくにえ けす くぇゅさっ-

すけえ おっさけしうくけき てっかせたう, ゃ おけすかに 
くっ くぇこさぇゃうてぬ, っゅけ くぇょけ ぉせょっす 
こさっょゃぇさうすっかぬくけ けたかぇょうすぬ ょけ 300 
ゅさぇょせしけゃ, いくぇつうす, くっけぉたけょうきぇ 
しうしすっきぇ けたかぇあょっくうは. ╄とひ, こさう-

てかけしぬ, お こさうきっさせ,  ゃ しぇきけえ おけ-

すっかぬくけえ こけきっくはすぬ ゅけさっかおう.
– ′け きに こけてかう くぇ ゃしっ いぇすさぇすに, 

こけしおけかぬおせ ねおけくけきうは けす こけかせつっく-

くけゅけ しけぉしすゃっくくけゅけ ゅぇいぇ こっさっおさけ-

っす うた し かうたゃけえ. ′っ しっおさっす, つすけ 
ねくっさゅけさっしせさしに こけしすけはくくけ さぇしすせす 
ゃ ちっくっ, ぇ しゃけえ ゅぇい こけいゃけかうす しくう-

いうすぬ しっぉっしすけうきけしすぬ こさけょせおちうう, 
ゃ つひき いぇうくすっさっしけゃぇくに ゃしっ くぇてう 
こけすさっぉうすっかう, – おけききっくすうさせっす 
ょうさっおすけさ こけ こさけういゃけょしすゃせ ╁かぇょう-

きうさ ぃさぬっゃうつ 』うさおけゃ.
′け う ねすけ くっ ゃしひ: «けしゃけぉけょうゃてっ-

っしは» ゅけかせぉけっ すけこかうゃけ いぇゃけょつぇくっ 
くぇきっさっくに くぇこさぇゃかはすぬ ゃ  しけぉしすゃっく-

くにえ ゅっくっさぇすけさ う こけかせつぇすぬ ょってひ-

ゃせの ねかっおすさけねくっさゅうの! ╃かは こさっょ-

こさうはすうは きうくう-ねかっおすさけしすぇくちうは 
ゃっしぬきぇ ぇおすせぇかぬくぇ, こけしおけかぬおせ けくけ 
こけすさっぉかはっす ゃ ゅけょ けおけかけ 200 すにしはつ 
お╁す.つ, いぇ おけすけさにっ こさうたけょうすしは さぇし-
おけてっかうゃぇすぬしは きうかかうけくけき させぉかっえ. 
┿ おけきせ ぉにか かうてくうき きうかかうけく?

╁ おけくちっ きぇさすぇ こけはゃはすしは 
おけくすさけかぬくけ-ういきっさうすっかぬくにっ こさう-

ぉけさに, う すけゅょぇ きけあくけ いぇこせしおぇすぬ 
ゅぇいけゅっくっさぇすけさ. ′けゃけしっかぬっ つっさっい 
しつうすぇくくにっ つぇしに, ぇ ╁かぇょうきうさ 
ぃさぬっゃうつ おぇお-すけ くっ ゃっしっか:

– ╄しかう くっ ぉせょっす いっさくぇ, こさうょひす-

しは しゃけさぇつうゃぇすぬ こさけういゃけょしすゃけ. ┿ 
すぇき う ぉぇくおさけすしすゃけ いぇぉさっいあうす くぇ 
ゅけさういけくすっ. 〉しこっすぬ ぉに くけゃせの せしすぇ-

くけゃおせ こけしきけすさっすぬ ゃ ょっかっ.
′ぇき あっ けしすぇゃぇかけしぬ こけあっかぇすぬ 

おさせこいぇゃけょせ… たけさけてっえ こけゅけょに う 
ょけぉさけゅけ せさけあぇは, つすけぉに ぉにかけ しに-

さぬひ, ゃっょぬ けく ゅけすけゃ こさけょっきけくしすさう-

さけゃぇすぬ ぉっいけすたけょくけっ う ねおけかけゅうつっ-

しおう つうしすけっ こさけういゃけょしすゃけ.   

┿くぇすけかうえ ┿かっおしぇくょさけゃうつ ┿ゃょのてっゃ 
さぇょ こけおぇいぇすぬ ゅけしすはき ねおしこっさうきっくすぇかぬくにえ 
ゅぇいけゅっくっさぇすけさ



«〈┿╀╄╊を ¨ ╀╇╆′╄]╄» 
– ]っえつぇし ゃ しけけすゃっすしすゃうう し  《っょっさぇかぬくにき いぇ-

おけくけき わ381-《╆ «¨ぉ けしくけゃぇた ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
さっゅせかうさけゃぇくうは すけさゅけゃけえ ょっはすっかぬくけしすう ゃ [《» 
そけさきうさせっすしは 〈けさゅけゃにえ さっっしすさ たけいはえしすゃせのとうた 
しせぉなっおすけゃ. ¨く ゃおかのつぇっす ゃ しっぉは けしくけゃくにっ しゃっ-

ょっくうは け  のさうょうつっしおうた かうちぇた 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はた, けしせとっしすゃかはのとうた すけさゅけ-

ゃせの ょっはすっかぬくけしすぬ: くぇうきっくけゃぇくうっ, ╇′′,  おけょに 
しすぇすうしすうおう, しゃっょっくうは けぉ けぉなっおすっ すけさゅけゃかう. 
╃かは ねすけゅけ さぇいさぇぉけすぇくに しこっちうぇかぬくにっ そけさきに. 
‶さっょこさうくうきぇすっかう きけゅせす けぉさぇすうすぬしは お くぇき, 
ゃ けすょっか こけすさっぉうすっかぬしおけゅけ さにくおぇ,  うかう ゃ ╋う-

くうしすっさしすゃけ 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. ]こっちうぇかうしすに  こけはしくはす,  おぇお 
くぇこうしぇすぬ いぇはゃかっくうっ, おぇおうっ うくそけさきぇちうけくくにっ 
ぉかぇくおう くっけぉたけょうきけ いぇこけかくうすぬ う こさうきせす いぇ-

ゃっさっくくにっ  おけこうう ょけおせきっくすけゃ. ‶けしかっ すけゅけ, おぇお 
しゃっょっくうは  ぉせょせす  いぇくっしっくに ゃ  〈けさゅけゃにえ さっっしすさ, 
たけいはえしすゃせのとうき しせぉなっおすぇき  ゃにょぇょせす しゃうょっ-

すっかぬしすゃぇ け すけき, つすけ こさっょこさうはすうっ いぇくっしっくけ ゃ 
っょうくせの ぉぇいせ. ╁ くぇしすけはとっっ ゃさっきは ゃ ╋うくこさけき-

すけさゅっ [《 さぇいさぇぉぇすにゃぇっすしは こけさはょけお こさうょぇくうは 
〈けさゅけゃけきせ さっっしすさせ しすぇすせしぇ  ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
うくそけさきぇちうけくくけゅけ さっしせさしぇ. 

– ′ぇすぇかぬは ┿くぇすけかぬっゃくぇ, ぇ ょかは つっゅけ  くっ-

けぉたけょうき 〈けさゅけゃにえ さっっしすさ?
– ╁け-こっさゃにた, うくそけさきぇちうは くっけぉたけょうきぇ う ょかは 

しすぇすうしすうおう, う ょかは くぇし, う ょかは しぇきうた こさっょこさう-

くうきぇすっかっえ.  ╋に こさけゃけょうき ぇくぇかうい すっおせとっゅけ 
しけしすけはくうは すけさゅけゃかう くぇ すっささうすけさうう ╀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, しけしすぇゃかはっき こさけゅくけい 
さぇいゃうすうは  けすさぇしかう. ぁすけ こけいゃけかはっす ゃにはゃうすぬ 
こけすさっぉくけしすう  ぉっさっいけゃつぇく  おぇお ゃ さぇいきっとっくうう 
こさっょこさうはすうえ こけすさっぉうすっかぬしおけゅけ さにくおぇ, すぇお う 
けこさっょっかうすぬ くっけぉたけょうきにえ ぇししけさすうきっくす さっぇかう-

いせっきにた すけゃぇさけゃ. 〈けさゅけゃにえ さっっしすさ こけいゃけかうす くぇき 
ねすけ ょっかぇすぬ ぉけかっっ こけかくけ う さっいせかぬすぇすうゃくけ. ╁け-
ゃすけさにた, お くぇき つぇしすけ けぉさぇとぇのすしは こさっょこさうはすうは-
こさけういゃけょうすっかう, けこすけゃにっ こけしすぇゃとうおう, おけすけ-

さにっ ゅけすけゃに こさっょかけあうすぬ ぉっさっいけゃつぇくぇき くけゃせの 
ゅさせここせ すけゃぇさけゃ. ╋に ゅけすけゃに こさっょけしすぇゃうすぬ  うく-

そけさきぇちうの け こさっょこさうはすうはた, けしせとっしすゃかはのとうた 
すけさゅけゃかの くぇ すっささうすけさうう  くぇてっゅけ きせくうちうこぇかぬ-

くけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは. 』ぇしすけ ぉにゃぇっす う  くぇけぉけさけす: 
すけさゅせのとうっ けさゅぇくういぇちうう, いぇうくすっさっしけゃぇくくにっ ゃ 
さぇしてうさっくうう ぇししけさすうきっくすぇ すけゃぇさけゃ, こにすぇのすしは 
くぇえすう こけしすぇゃとうおぇ.  ]けゅかぇしうすっしぬ,  うきっは しゃっょっ-

くうは うい 〈けさゅけゃけゅけ さっっしすさぇ, こさっょけしすぇゃうすぬ うく-

そけさきぇちうの ぉせょっす くぇきくけゅけ ぉにしすさっっ う こさけとっ. 
– 〈け っしすぬ こかのしに けす すぇおけゅけ くけゃてっしすゃぇ 

ぉせょせす う こさっょこさうくうきぇすっかはき, う こけしすぇゃとう-

おぇき?
– ╀っいせしかけゃくけ, ぇ ゃ おけくっつくけき うすけゅっ – こけおせこぇ-

すっかはき, つすけぉに せょけゃかっすゃけさうすぬ うた しこさけし ゃ ぉけかっっ 
こけかくけき けぉなひきっ. ′け こけおぇ くっ ゃしっ  くぇてう たけいはえ-

しすゃせのとうっ しせぉなっおすに  こさっょけしすぇゃうかう くっけぉたけょう-

きにっ さっおゃういうすに. ╁うょうきけ, さぇししつうすにゃぇのす くぇ すけ, 
つすけ こけおぇ くっ  せすゃっさあょっくぇ しうしすっきぇ しぇくおちうえ いぇ 
くぇさせてっくうっ いぇおけくぇ. ╇ ゃしひ あっ くぇょっっきしは くぇ  うた 
けすゃっすしすゃっくくけしすぬ.

 ╂╃╄ ‶¨]〈┿╁╇〈を ╉╇¨]╉?
– ╄しすぬ かう っとひ おぇおうっ-すけ くけゃけゃゃっょっくうは 

ゃ いぇおけくけょぇすっかぬしすゃっ?
– ╃ぇ. 《っょっさぇかぬくにえ いぇおけく け すけさゅけゃかっ けぉはいぇか 

きせくうちうこぇかうすっすに  さぇいさぇぉけすぇすぬ したっきに さぇいきっ-

とっくうは くっしすぇちうけくぇさくにた すけさゅけゃにた けぉなっおすけゃ. 
ぁすけ こぇゃうかぬけくに, おうけしおう, こぇかぇすおう, すけくぇさに, 
きっしすぇ ゃにっいょくけえ すけさゅけゃかう う こさけつっっ. ]っゅけょ-

くは  きに  せあっ こさけゃっかう うくゃっくすぇさういぇちうの すぇおうた 
すけさゅけゃにた すけつっお, こさけゃっさうかう, いぇおけくくけ かう けくう 
ぉにかう せしすぇくけゃかっくに. ]っえつぇし さぇいさぇぉぇすにゃぇっすしは 

したっきぇ さぇいきっとっくうは すぇおうた すけさゅけゃにた 
けぉなっおすけゃ くぇ すっささうすけさうう ゅけさけょしおけゅけ 
けおさせゅぇ,  おけすけさぇは ぉに けぉっしこっつうかぇ ょけ-

しすせこくけしすぬ ょかは くぇしっかっくうは こさう こさうけぉ-

さっすっくうう  すけゃぇさけゃ こっさゃけえ くっけぉたけょう-

きけしすう.  ╋に こさうゅかぇてぇっき ぉっさっいけゃつぇく 
こけせつぇしすゃけゃぇすぬ ゃ ねすけえ さぇぉけすっ. 

– 』すけ ょかは ねすけゅけ くせあくけ?
– ′っけぉたけょうきけ ゃにしおぇいぇすぬ しゃけひ 

きくっくうっ  おぇお け きっしすっ さぇいきっとっくうは, 
すぇお う け こさっょかぇゅぇっきけき ぇししけさすうきっくすっ 
すけゃぇさけゃ う せしかせゅ, さっぇかういせっきにた ゃ くっ-

しすぇちうけくぇさくにた けぉなっおすぇた.  ╁ぇてう  いぇ-

はゃかっくうは, こさっょかけあっくうは う けすいに-

ゃに  きに ゅけすけゃに こさうくはすぬ  ゃ けすょっかっ  

こけすさっぉうすっかぬしおけゅけ さにくおぇ ぇょきうくうしすさぇちうう 
ゅけさけょぇ (せか.〈っぇすさぇかぬくぇは, 9, おぇぉ. 313). ¨くう 
ぉせょせす さぇししきぇすさうゃぇすぬしは おけきうししうっえ, ゃ しけしすぇゃ 
おけすけさけえ ゃたけょはす しこっちうぇかうしすに  おけきうすっすぇ こけ 
ぇさたうすっおすせさっ  う ゅさぇょけしすさけうすっかぬしすゃせ,  おけきうすっすぇ 
こけ せこさぇゃかっくうの うきせとっしすゃけき,  ぇょきうくうしすさぇちうう 
ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ. ‶け さっいせかぬすぇすぇき さぇししきけすさっ-

くうは  ぉせょせす  ゃくっしっくに おけささっおすうさけゃおう  ゃ したっきせ.
– ‶けしすせこぇのす かう すぇおうっ いぇはゃかっくうは?
– ╃ぇ, しっえつぇし  っしすぬ こさっょかけあっくうは おぇお けぉ 

せしすぇくけゃおっ ょけこけかくうすっかぬくにた くっしすぇちうけくぇさくにた 
けぉなっおすけゃ こけ さっぇかういぇちうう たかっぉけぉせかけつくにた うい-

ょっかうえ, けゃけとっえ う そさせおすけゃ, きけさけあっくけゅけ, すぇお 
う け ょっきけくすぇあっ さはょぇ すけくっさけゃ. ╁しっ いぇはゃうすっかう 
こけかせつぇす こうしぬきっくくにえ けすゃっす. 

– ╉ぇおけゃぇ しうすせぇちうは ゃ こけしひかおぇた? ╄しすぬ かう 
いぇはゃかっくうは けすすせょぇ?

– ╁ ゅかせぉうくおっ くっしすぇちうけくぇさくにた すけさゅけゃにた 
けぉなっおすけゃ ょけしすぇすけつくけ. ╇  こさっょかけあっくうえ けす あう-

すっかっえ こけしひかおけゃ こけおぇ くっ こけしすせこぇかけ.

«╆┿╉┿╅╇ ]╄╀╄ ╉╇¨]╉»
╃せきぇの, っしかう こさけてかけえ けしっくぬの ゃ ゅけさけょっ 

ぉにかぇ けぉなはゃかっくぇ ぇおちうは «╆ぇおぇあう しっぉっ すさけすせ-

ぇさ», しっえつぇし きに きけあっき こさっょかけあうすぬ ぉっさっいけゃ-

つぇくぇき いぇおぇいぇすぬ しっぉっ おうけしお! ╉ぇお ぉに ゅさけきおけ 
くっ いゃせつぇかう ねすう しかけゃぇ, しこっちうぇかうしすに けすょっかぇ 
こけすさっぉうすっかぬしおけゅけ さにくおぇ ぇょきうくうしすさぇちうう 
あょせす ゃぇてうた けすおかうおけゃ. ╁さっきっくう くぇ しけいょぇくうっ 
ゃ ╀っさひいけゃしおけき ちうゃうかういけゃぇくくけえ しっすう くっしすぇ-

ちうけくぇさくけえ すけさゅけゃかう けしすぇかけしぬ くっきくけゅけ. ╃け 
おけくちぇ きぇさすぇ こかぇくうさせっすしは せすゃっさょうすぬ したっきせ 
さぇいきっとっくうは おうけしおけゃ う すけさゅけゃにた こぇゃうかぬけ-

くけゃ くぇ すっささうすけさうう  ╀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, いぇすっき けくぇ ぉせょっす さぇいきっとっくぇ 
ゃ ╇くすっさくっすっ. 

╀っしっょけゃぇかぇ 〈ぇすぬはくぇ ╋╄[╄╅′╇╉¨╁┿

╁ ′╄]╉¨╊を╉¨ ]〈[¨╉

24 ìàðòà
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‶かぇすくぇは さにぉぇかおぇ «こけえきぇっす くぇ 
せょけつおせ» 20 こさけちっくすけゃ しさっょくっせ-

さぇかぬしおうた ゃけょけひきけゃ. ′ぇ けしすぇかぬくにた 
ゃしっ あっかぇのとうっ しきけゅせす しゃけぉけょくけ 
いぇおうょにゃぇすぬ せょけつおう. ┿さっくょぇすけ-

さに あっ けぉはいぇくに けぉせしすさけうすぬ けいひさぇ 
ょかは しこけさすうゃくけゅけ う かのぉうすっかぬしおけゅけ 
さにぉけかけゃしすゃぇ. 

╉せさし, ゃいはすにえ [けしさにぉけかけゃしすゃけき, 
こけいゃけかうす さってうすぬ こさけぉかっきに けす-
さぇしかう う くっ せとっきうす うくすっさっしに さに-

ぉけかけゃけゃ. ‶っさっょぇつぇ ゃけょけひきけゃ 
ゃ たけいはえしおうっ させおう せこさけしすうす くぇょいけさ 
いぇ こさうさけょくにきう けぉなっおすぇきう. ╁ しゃけの 
けつっさっょぬ すっ, おすけ こさっょこけつうすぇっす «ちう-

ゃうかういけゃぇくくにっ» せしかけゃうは, こけかせつぇす 
おけきそけさす う たけさけてうえ おかひゃ. ┿さっくょぇ-

すけさに けぉはいぇくに しけいょぇゃぇすぬ うくそさぇ-

しすさせおすせさせ (さにぉぇちおうっ ょけきうおう, ぉぇくう) 
う いぇさにぉかはすぬ ゃけょけひきに, こけかせつぇは ょけ-

たけょに けす こさっょけしすぇゃかはっきにた せしかせゅ. 
¨さゅぇくういぇちうは しこけさすうゃくけ-

かのぉうすっかぬしおけゅけ さにぉけかけゃしすゃぇ うょひす 
ゃ [けししうう し 2008 ゅけょぇ. ]っえつぇし [けし-
さにぉけかけゃしすゃけ くぇきっさっくけ せしけゃっさてっく-

しすゃけゃぇすぬ くけさきぇすうゃくけ-こさぇゃけゃせの 
ぉぇいせ. ‶け けちっくおっ ゃっょけきしすゃぇ, ぉのょ-

あっすくにっ ょけたけょに けす ねすけえ しそっさに 
しさぇゃくうきに し こけしすせこかっくうはきう けす こさけ-

きにてかっくくけゅけ さにぉけかけゃしすゃぇ, しけしすぇゃ-

かはのとうきう 25 きうかかうぇさょけゃ させぉかっえ. 
┿ こさう せしかけゃうう ぇおすうゃくけゅけ さぇいゃうすうは 
けすさぇしかう — ゃ さぇいに ぉけかぬてっ.

╁ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう くっ-

しおけかぬおけ けいひさ せあっ けすけてかう つぇしすくう-

おぇき. 〈ぇお, こかぇすくぇは さにぉぇかおぇ けさゅぇ-

くういけゃぇくぇ くぇ 【ぇぉさけゃしおけき こさせょせ. 
‶せすひゃおぇ くぇ しゃっすけゃけえ ょっくぬ けぉたけ-

ょうすしは ゃ 850 させぉかっえ, くけさきぇ ゃにかけ-

ゃぇ — つっすにさっ おうかけゅさぇききぇ そけさっかう 
うかう しっきぬ おうかけゅさぇききけゃ ょさせゅけえ 
さにぉに. ╁きっしすっ し すっき くぇ せさぇかぬしおうた 
ゃけょけひきぇた こさけきにてかはのす う かのぉうすっ-

かう かひゅおけえ くぇあうゃに. ¨くう くっかっゅぇかぬ-

くけ こっさっおさにゃぇのす ょけしすせこ お ぉっさっゅぇき 
う ゃいうきぇのす こかぇすせ し さにぉけかけゃけゃ. 
╀けさけすぬしは し ねすうき, おぇお こけおぇいにゃぇっす 
こさぇおすうおぇ, しかけあくけ.

╁¨╆を╋╇〈╄ 
′┿ ╆┿╋╄〈╉〉

«┳┲┭┰┤┩┶ ┱┤ ┷┨┲┻┮┷» 
┳┯┤┶┱┤╃ ┴┿┥┤┯┮┤ 

‶さうくはす くけゃにえ いぇおけく けぉ けぉはいぇ-

すっかぬくけき きっょうちうくしおけき しすさぇたけゃぇ-

くうう (¨╋]). 21 きぇさすぇ けく ゃしすせこうか 
ゃ しうかせ.

╁ いぇおけくっ しけょっさあぇすしは くっしおけかぬ-

おけ こさうくちうこうぇかぬくにた くけゃぇちうえ. 
〈ぇお, すっこっさぬ こけかせつうすぬ きっょうちうく-

しおせの せしかせゅせ こけ こけかうしせ ¨╋] きけあ-

くけ ゃ かのぉけき さっゅうけくっ [けししうう, ぇ くっ 
すけかぬおけ すぇき, ゅょっ いぇさっゅうしすさうさけゃぇく 
つっかけゃっお. ╁け-ゃすけさにた, ねすけ きけあ-

くけ しょっかぇすぬ くっ すけかぬおけ ゃ ゅけしせょぇさ-

しすゃっくくけき うかう きせくうちうこぇかぬくけき 
きっょせつさっあょっくうう, くけ う ゃ つぇしすくけき 
うかう ゃっょけきしすゃっくくけき, っしかう けくけ しすぇ-

くっす せつぇしすくうおけき こさけゅさぇききに ̈ ╋]. ╇ 
こさう ねすけき くっ こけくぇょけぉうすしは ょけこかぇつう-

ゃぇすぬ いぇ かっつっくうっ う おけくしせかぬすぇちうう, 
ゃたけょはとうっ ゃ こさけゅさぇききせ けぉはいぇすっかぬ-

くけゅけ きっょうちうくしおけゅけ しすさぇたけゃぇくうは. 
╁-すさっすぬうた, つっかけゃっお きけあっす しぇきけ-

しすけはすっかぬくけ ゃにぉさぇすぬ しすさぇたけゃせの 
きっょうちうくしおせの おけきこぇくうの, きっょせつ-

さっあょっくうっ う ゃさぇつぇ, おけすけさにっ ぉせょせす 
っゅけ けぉしかせあうゃぇすぬ. ¨すくにくっ さぇぉけ-

すけょぇすっかぬ くっ ぉせょっす けぉっしこっつうゃぇすぬ 
しゃけうた さぇぉけすくうおけゃ きっょうちうくしおうきう 
こけかうしぇきう. 〈っこっさぬ おぇあょにえ ょけかあっく 
ぉせょっす こけいぇぉけすうすぬしは け しっぉっ しぇき – 
しぇきけしすけはすっかぬくけ ゃにぉさぇすぬ しすさぇたけ-

ゃせの おけきこぇくうの, しぇきけしすけはすっかぬくけ 
くぇこうしぇすぬ ゃ くっひ いぇはゃかっくうっ くぇ けぉ-

しかせあうゃぇくうっ う しぇきけしすけはすっかぬくけ いぇ-

ぉさぇすぬ きっょうちうくしおうえ こけかうし. ¨ょくぇおけ 
ゅさぇあょぇくうくせ いぇ こさうけぉさっすっくうっ こけ-

かうしぇ くうつっゅけ くっ くせあくけ こかぇすうすぬ. ぁすぇ 
けぉはいぇくくけしすぬ こけ-こさっあくっきせ かっあうす 
くぇ さぇぉけすけょぇすっかはた.

』すけぉに ういぉっあぇすぬ こせすぇくうちに, 
ぉにかけ さってっくけ こさけょかうすぬ ょっえしすゃうっ 
こけかうしけゃ, ゃにょぇくくにた ょけ 1 はくゃぇさは 
2011-ゅけ, ょけ 1 はくゃぇさは 2014 ゅけょぇ, 
ょぇあっ っしかう ゃ ょけおせきっくすっ くぇこうしぇくけ, 
つすけ «しさけお ゅけょくけしすう» いぇおぇくつうゃぇっす-
しは さぇくぬてっ.

┧┨┩ ┹┲┶┬┶┩, 
┶┤┰ ┬ ┯┩┻┬┶┩┵╀?

〉《╇《╇╇╊╉╊〉¨っ ╇ ′╅[《〉╊
28 ょっおぇぉさは 2009 ゅけょぇ  ゃ [けししうう ぉにか こさうくはす くけゃにえ 《っょっさぇかぬくにえ いぇおけく け すけさゅけゃかっ. ╂かぇゃくぇは 

きにしかぬ, おけすけさぇは おさぇしくけえ くうすぬの こさけたけょうかぇ つっさっい ゃしっ けぉしせあょっくうは ねすけゅけ いぇおけくぇ いぇおかのつぇかぇしぬ ゃ 
けゅさぇくうつっくうう きけくけこけかうう しっすっゃうおけゃ, うた けすおぇいぇ けす さぇいかうつくにた ぉけくせしけゃ, せこけさはょけつっくうう さぇしつっすけゃ 
いぇ こけしすぇゃかっくくにっ すけゃぇさに. ╃けおせきっくす くぇおかぇょにゃぇっす くぇ すけさゅけゃにっ, ゃ こっさゃせの けつっさっょぬ さけいくうつくにっ, 
おけきこぇくうう くっきぇかけ けぉはいぇくくけしすっえ う けゅさぇくうつっくうえ. ‶さう ねすけき ぉけかぬてっ ゃしっゅけ さっゅせかうさせっすしは こさけょけ-

ゃけかぬしすゃっくくにえ さにくけお. 
′け, っょゃぇ こけはゃうゃてうしぬ くぇ しゃっす, くけゃにえ いぇおけくけこさけっおす ゃにいゃぇか きくけゅけ いぇきっつぇくうえ う おさうすうおう,  すぇお 

おぇお さはょ くけさき  すさっぉけゃぇか ょけさぇぉけすけお. ]っゅけょくは あっ, こけ しかけゃぇき いぇゃっょせのとっえ けすょっかけき  こけすさっぉうすっかぬ-

しおけゅけ さにくおぇ 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 ′ぇすぇかぬう 〉こけさけゃけえ, ねすう ゃけこさけ-

しに せあっ ぇおすうゃくけ さってぇのすしは:  すぇお 《っょっさぇかぬくぇは ぇくすうきけくけこけかぬくぇは しかせあぉぇ, ょっこせすぇすに, さぇいかうつくにっ 
ゃっょけきしすゃぇ  こけょゅけすけゃうかう しゃけう こぇおっすに こけこさぇゃけお. ╁ ╋うくうしすっさしすゃっ 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 ぉにか しけいょぇく おけけさょうくぇちうけくくにえ しけゃっす, さぇししきけすさっゃてうえ ゃしっ こさっょかけあっくうは, 
こけしすせこうゃてうっ おぇお けす  しせぉなっおすけゃ こさっょこさうくうきぇすっかぬしおけえ ょっはすっかぬくけしすう, すぇお う けす きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇくうえ.  ╋うくこさけきすけさゅ [けししうう,  はゃかはのとうえしは  こさけそうかぬくにき ゃっょけきしすゃけき ゃ しそっさっ すけさゅけゃ-

かう,  けぉなっょうくはっす ゃしっ こさっょかけあっくくにっ こけこさぇゃおう う ゃ きぇっ すっおせとっゅけ ゅけょぇ ょけかあっく ぉせょっす  ゃくっしすう 
ょぇくくにえ こぇおっす こけこさぇゃけお くぇ さぇししきけすさっくうっ こさけそうかぬくけえ さぇぉけつっえ ゅさせここに, ゃけいゅかぇゃかはっきけえ こっさゃにき 
ゃうちっ-こさっきぬっさけき [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう. ╉さけきっ すけゅけ, ╋うくうしすっさしすゃけき すけさゅけゃかう さぇいさぇぉけすぇく こさけ-

っおす けぉかぇしすくけゅけ いぇおけくぇ け さっゅせかうさけゃぇくうう すけさゅけゃけえ ょっはすっかぬくけしすう.
╋に しこさけしうかう せ ′ぇすぇかぬう ┿くぇすけかぬっゃくに, くぇょ つっき しっえつぇし さぇぉけすぇのす こさっょこさうくうきぇすっかう う しこっ-

ちうぇかうしすに ょぇくくけえ しそっさに, つすけ けあうょぇっす こけすさっぉうすっかっえ. 

′┿ 』〈¨ ╅┿╊〉╄〈╄]を?
′ぇ こさけてかけえ くっょっかっ ゃ ゅけさけょしおけえ ぇょきうくうしすさぇ-

ちうう しけしすけはかしは «ゅけさはつうえ すっかっそけく» こけ いぇとうすっ 
こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ. ‶け しかけゃぇき ′ぇすぇかぬう 〉こけ-

さけゃけえ, いぇゃっょせのとっえ けすょっかけき こけすさっぉうすっかぬしおけゅけ 
さにくおぇ, しこっちうぇかうしすに こさうくはかう 12 けぉさぇとっくうえ. 
¨ょうく ゃけこさけし おぇしぇかしは ぉぇくおけゃしおうた せしかせゅ, ょさせゅけえ 
ょけいゃけくうゃてうえしは けぉさぇすうかしは こけ せしかせゅぇき しゃはいう ゃ 

しっかぬしおけえ きっしすくけしすう, ょゃぇ けぉさぇとっくうは ぉにかう こけ 
けさゅぇくういぇちうう ておけかぬくけゅけ こうすぇくうは, こはすぬ – こけ すけさ-

ゅけゃかっ う こさけつうき せしかせゅぇき. ╀っさっいけゃつぇくっ くっょけゃけかぬ-

くに けすしせすしすゃうっき おけくすさけかぬくにた ゃっしけゃ ゃ きぇゅぇいうくぇた. 
╉すけ-すけ おせこうか ょあうくしに うい くっおぇつっしすゃっくくけえ すおぇくう う 
しこさけしうか せ しこっちうぇかうしすけゃ おぇお いぇとうすうすぬ しゃけう こさぇ-

ゃぇ. ╃させゅけえ こけすさっぉうすっかぬ こけあぇかけゃぇかしは くぇ けぉしつひす 

ゃ きぇゅぇいうくっ. ぃさうしすに けすゃっすうかう くぇ ゃしっ ゃけこさけしに 
ゅさぇあょぇく う こさけおけくしせかぬすうさけゃぇかう, つすけ ょっかぇすぬ う 
おせょぇ しかっょせっす けぉさぇとぇすぬしは ょぇかぬてっ. ╉さけきっ すけゅけ, 
おぇあょせの しさっょせ ゃに きけあっすっ こけかせつうすぬ ぉっしこかぇすくせの 
おけくしせかぬすぇちうの こけ いぇとうすっ こさぇゃ こけすさっぉうすっかっえ ゃ 
おぇぉ. わ 304 ゅけさけょしおけえ ぇょきうくうしすさぇちうう. ‶さうひき 
ゃっょひすしは し 10 ょけ 12 つぇしけゃ, う し 14 ょけ 17 つぇしけゃ.    



Ïîíåäåëüíèê, 28 ìàðòà
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄

05.00 «7 ╃′╄╈». ╇′《¨[╋┿『╇¨′′¨-┿′┿╊╇〈╇』╄]╉┿ぅ 
‶[¨╂[┿╋╋┿ 

06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
10.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
11.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 “╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿»
13.30 «╋╄╅╃〉 ′┿╋╇» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 《╇╊を╋-╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿» 
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «〈┿╋』｠-【¨〉»
16.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»
16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿»
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
18.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
19.00 «‶[ぅ╋┿ぅ ]╁ぅ╆を»
20.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»
21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈»  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
22.00 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
00.00 “╁╇╃╄¨]‶¨[〈”
00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄»
01.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
01.50 “╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
02.45 «〉╊｠╀′╇]を!»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «╅╃╇ ╋╄′ぅ»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
22.30 «]╁╇╃╄〈╄╊╇»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ‶¨ 〈╄╊〉»
00.40 》/《 «╃╄╅〉[′｠╈ ‶┿‶┿»
02.30 》/《 «╃╅¨ ╇ ╋┿╉]»

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

╀¨╁を. [╇╋╋┿ ╉┿╆┿╉¨╁┿»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╁]╄╂╃┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «』╄╊¨╁╄╉, ╉¨〈¨[｠╈ 

╋¨╊』┿╊»
01.45 》/《 «╋｠, ′╇╅╄‶¨╃‶╇-

]┿╁【╇╄]ぅ»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

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

【╄]〈╁╇╄. ¨╀╆¨[»  
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.25 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨-

╁╄[╉┿» 
14.40 «╃┿╁┿╈〈╄ ╋╇[╇〈を]ぅ!» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄»  
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 «』╄]〈′｠╈ ‶¨′╄╃╄╊を-

′╇╉» 
00.25 «【╉¨╊┿ ╆╊¨]╊¨╁╇ぅ» 
01.10 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
01.45 〈/] «‶[┿╁╇╊¨ ╊┿╀╇-

[╇′〈┿» 
04.05 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!»

7.00 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╉〈¨ 〈┿╋...
10.50 》/《 «〉]‶╄》»
12.25 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
13.15 『╇〈┿〈｠ ╇╆ ╅╇╆′╇
13.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
14.20 〈╄╊╄]‶╄╉〈┿╉╊を «╊╄╉┿[を 

‶¨′╄╁¨╊╄»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.05 〈/] «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ̈ ╉╄┿′┿»
16.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.20 ‶¨]╊╄╃′╇╄ 【╄╃╄╁[｠ 

╁╄╊╇╉╇》 ╉¨╋‶¨╆╇〈¨[¨╁
18.40 ╃/] «╁┿[╁┿[｠»
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ]┿〈╇. ′╄]╉〉』′┿ぅ ╉╊┿]-

]╇╉┿...
20.45 ¨]〈[¨╁┿
21.25 ACADEMIA
22.15 〈╄╋ ╁[╄╋╄′╄╋
23.00 ╉〈¨ ╋｠?
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.55 ╉╇′╄]╉¨‶
00.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
01.40 ACADEMIA

7.00 БАНКОВСКИЙ СЧЕТ

7.30 РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТНИК

8.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ» 

8.30 ЗДОРОВЬЯ ВАМ!

9.00 «КАСТАЛЬСКИЙ КЛЮЧ»

9.40 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

10.00, 03.45 «МОЯ ПЛАНЕТА»

10.45, 14.00 ВЕСТИ-СПОРТ

11.05 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

13.40 ВЕСТИ.RU

14.15 TOP GEAR

15.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

16.20 БОКС

18.20, 02.15 ВЕСТИ-СПОРТ

18.45 УГМК: НОВОСТИ

19.00 ГОРИЗОНТЫ ПСИХОЛОГИИ

19.25 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК

19.50 ФУТБОЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

20.00 НОВОСТИ. ЕКАТЕРИНБУРГ

20.40 ЗДОРОВЬЯ ВАМ!

21.00 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРГ» - «САЛАВАТ 

ЮЛАЕВ»

00.00, 03.30 ВЕСТИ.RU

00.15 «НЕДЕЛЯ СПОРТА»

01.10, 05.05 TOP GEAR

02.25 «СТРАНА.RU»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.15 》/《 «〈╇》╇╈ ╃¨′», 1 ]╄[╇ぅ
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
12.55 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
13.30 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «『╄‶を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
19.00 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 ‶¨[ぅ╃¨╉ ╃╄╈]〈╁╇╈
20.30, 23.05 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╅╄′]╉┿ぅ ╊¨╂╇╉┿»
23.40 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»
00.30 «′╇╉¨╊┿╈ [〉╀『¨╁. 

╁  ╂ ¨ [ ′ ╇ 『 ╄  ╋ ¨ ╄ ╈ 
]╁╄〈╊¨...»

01.35 》/《 «¨ 〈╄╀╄»
05.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.00 ′╄¨╀‒ぅ]′╇╋¨, ′¨ 《┿╉〈
7.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
9.30 〈/] «〉′╇╁╄[»
10.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.00 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.35 》/《 «╁╇╉╇′╂╇ ‶[¨〈╇╁ 

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

′｠»
23.15 ╃¨╋-2
00.45 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.15 》/《 «┿‶‶┿╊〉╆┿»
03.40 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.35 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.25 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
9.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
10.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.30 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ – 3»
14.10 》/《 «╉╇′-╃╆┿-╃╆┿»
16.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «‶┿〈[〉╊を»
23.00, 02.55 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.25 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╁｠》¨╃┿ ′╄〈»
02.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.40 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

[╇╇»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 》/《 «【┿′》┿╈]╉╇╈ ‶¨╊-

╃╄′を»
10.00 》/《 «』┿] ‶╇╉»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «』┿] ‶╇╉ 2»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
00.00 «〈[╇ 〉╂╊┿»
01.00 》/《 «╇ ╂[ぅ′〉╊ ╂[¨╋»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «╋¨【╄′′╇╉╇»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╀ぁ╈╀. ‶¨[¨]╄-

′¨╉ ╁ ╂¨[¨╃╄»
11.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «』╄[′┿ぅ ╋¨╊-

′╇ぅ»
23.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-

╋╄′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 ╉╇′¨ ╁ ╃╄〈┿╊ぅ》 
01.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «[¨╅╃╄]〈╁¨»
03.45 ╀¨╄╁╇╉ «]〈¨╊╉′¨╁╄′╇╄ 

] ╀╄╆╃′¨╈»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

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. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.10 ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
9.30 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨-

╃╄╅╇»
10.20, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
11.10 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
11.40 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
14.05 «╁ ╉┿╃[╄ [╄【┿╄╋ ╁]╄!»
15.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
15.35 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
16.05 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
17.10 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨╁┿-

′╇╄»
17.30 «[╄『╄‶〈»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿-

]〈¨╉
18.45, 23.20, 01.50, 04.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. 

┿╉『╄′〈»
19.00 ╀┿]╉╄〈╀¨╊. «〉╂╋╉» - «]‶┿[-

〈┿╉» (]‶╀)
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. 〈[〉╃¨-

╁｠╄ ¨〈′¨【╄′╇ぅ»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈»
23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

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.

]きけすさうすっ くけゃけしすう くぇ おぇくぇかっ 

«╁っお すっかっゃうょっくうは»
し こけくっょっかぬくうおぇ こけ こはすくうちせ, う うすけゅけゃにえ 

ゃにこせしお ゃ しせぉぉけすせ う ゃけしおさっしっくぬっ ゃ 
8 00, 13 00, 1800, 2030, 2300

[╄╉╊┿╋┿

[╄╉╊┿╋┿

ÆÈÂÎÒÍÛÅ
‶[¨╃┿╋

• ‶けこせゅぇう: おけさっかかに – 2500 させぉ., 

ゃけかくうしすにっ – 500 させぉ., おぇおぇさうおう 

あっかすにっ – 3500 させぉ., きぇしおけゃにっ 

くっさぇいかせつくうおう (こぇさぇ) – 3600 させぉ. 

8-961-57-33-355.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• 】っくけお くっき. けゃつぇさおう, 

さけょけしかけゃくぇは, し ょけおせきっくすぇきう, 6 きっし. 

8-912-28-87-149.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
‶[¨╃┿╋

• ╁┿╆-21140, しっさにえ きっすぇかかうお, 

2006 ゅ.ゃ., ゃ たけさけてっき しけしすけはくうう. 

4-40-34, 8-902-27-53-007.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

ÄÅÒÑÊÎÅ
‶[¨╃┿╋

• 》けょせくおう, ぉ/せ, ちゃ. ゅけかせぉけえ, ち. 500 

させぉ. ]かうくゅ くけゃにえ (ゃ せこぇおけゃおっ), ち. 

1000 させぉ. ╃っすしおうっ ゃっとう: 0-6 きっし., 

ぉ/せ, こぇおっす 1000 させぉ. 8-922-12-06-711.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

』┿]〈′｠╄
╀╄]‶╊┿〈′｠╄
¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ

ÐÀÇÍÎÅ
‶[¨╃┿╋

• ╋くけゅけそせくおちうけくぇかぬくにえ  こにかっしけし 
«╉うさぉう», ち. 120 す.さ. 8-909-01-52-565.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• 〉しすさけえしすゃけ きけつっこさうっきくけっ ょかは 
きせあつうく 〉さけちっか, こさうきっくはっすしは こさう 
かのぉにた そけさきぇた くっょっさあぇくうは きけつう. 
┿ぉしけさぉうさせのとうっ こっかっくおう 60た90. 
‶ぇきこっさしに L 35. ╁しっ うきこけさすくけっ. 
╃ってっゃけ. 8-902-25-89-788.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ]すけかうお こけょ すっかっゃういけさ 
(きっすぇかかうつっしおうえ) おさせすはとうえしは. 『. 
500 させぉ. 4-51-00.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╉けくぬおう ょかは きぇかぬつうおぇ, 32 さぇいき. 
『. 150 させぉ. 4-51-00.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

• ╂ぇいけゃにっ ぉぇかかけくに, ょゃっさう 
くけゃにっ, おさにかぬは こっさっょくうっ 
けす "╁けかゅう", こけさあぇゃっゃてうっ けす 
ょかうすっかぬくけゅけ たさぇくっくうは. ╃ってっゃけ. 
8-922-10-09-554, 8-904-90-87-803.

[ ╄ ╉ ╊ ┿ ╋ ┿

[╄╉╊┿╋┿
[╄╉╊┿╋┿



24 ìàðòà
2011 ãîäà6 Âòîðíèê, 29 ìàðòà ÒÂ

‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
05.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00, 00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
10.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30, 22.00 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
13.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «[╄╉╁╇╆╇〈｠ ╀｠╊¨╈ ]〉╄〈｠»
14.30 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿» 
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.30 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ¨]〈┿′¨╁╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.00 «〈┿〈-MUSIC»
16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈
16.45 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 ╊. ╁┿╊╇╄╁. «┿╊《┿′╇] ╇╆ ‶┿[╇╅┿».
20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
20.30 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ»
00.00 «┿╁〈¨╋¨╀╇╊を»
01.20 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
01.50 “╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
02.45 «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿ぅ ]〈[┿′╇』╉┿»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ 

╉¨╊を『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
22.30 «〉‶[┿╁╊╄′╇╄ ]′¨╋»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «′┿ ′¨』を ╂╊ぅ╃ぅ»
00.40 》/《 «╃╄╅〉[′｠╈ ‶┿‶┿: 

╊╄〈′╇╈ ╊┿╂╄[を»
02.30 》/《 «╆┿╆〉╀[╄′′¨╄ 

╊╄╆╁╇╄»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «]╋╄[〈を ╋¨′〈╄-╉[╇]〈¨. 

╁╇╉〈¨[ ┿╁╇╊¨╁»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╁]╄╂╃┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╃〉╀╊╄[｠»
02.30 ╂¨[ぅ』┿ぅ ╃╄]ぅ〈╉┿
03.40 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

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

╆′┿′╇╄» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.25 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨-

╁╄[╉┿» 
14.40 «╃┿╁┿╈〈╄ ╋╇[╇〈を]ぅ!» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄»  
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
01.25 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
01.55 «╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇-

′¨╉» 
02.55 〈/] «‶[┿╁╇╊¨ ╊┿╀╇-

[╇′〈┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╂[┿′╇『┿ ′┿ ╆┿╋╉╄»
12.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.50 ‶ぅ〈¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄
14.15 》/《 «╋¨[]╉╇╄ [┿]]╉┿╆｠»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.35 ‶¨]╊╄╃′╇╄ 【╄╃╄╁[｠ 

╁╄╊╇╉╇》 ╉¨╋‶¨╆╇〈¨[¨╁
18.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ╁╊┿]〈を 《┿╉〈┿
20.45 ╀¨╊を【╄, 』╄╋ ╊ぃ╀¨╁を
21.25 ACADEMIA
22.15 ┿‶¨╉[╇《
23.00 ╋¨′¨╊¨╂ ╁ 4-》 』┿]〈ぅ》
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╋¨╈ ╋╊┿╃【╇╈ 

╀[┿〈»
01.35 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.10 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
7.30 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
7.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
8.15 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
8.40 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
9.00 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
10.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.55 ╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.00, 18.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.15 «′╄╃╄╊ぅ ]‶¨[〈┿»
15.05 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
16.10 ╀╇┿〈╊¨′
18.30 «′┿〉╉┿ 2.0»
19.00 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
19.30 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿-

』╄]〈╁┿
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.10 》¨╉╉╄╈. «┿〈╊┿′〈» - «╊¨-

╉¨╋¨〈╇╁» (ぅ[¨]╊┿╁╊を)
00.00, 04.00 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 02.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.40 《〉〈╀¨╊. ╊╇〈╁┿ - ╇]‶┿′╇ぅ
02.50, 04.15 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.05 》/《 «〈╇》╇╈ ╃¨′», 2 ]╄[.
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╃╄]ぅ〈を ′╄╂[╇〈ぅ〈»
14.45 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.25 〈/] «『╄‶を»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 [╄┿╊を′｠╄ ╇]〈¨[╇╇. 

«‶╄[╁｠╄ 【┿╂╇»
20.30, 23.05 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╅╄′]╉┿ぅ ╊¨╂╇╉┿ 

- 3»
23.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
00.30 «╉┿╋╄′]╉┿ぅ. ′╄ ╋╄【┿╈-

〈╄ ‶┿╊┿』〉». ╃╄〈╄╉〈╇╁
02.35 》/《 «╃╄╊¨╁｠╄ ╊ぃ╃╇»
04.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
05.10 «╊╇′╇ぅ ╆┿】╇〈｠»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
15.40 》/《 «′┿‶[ぅ╂╇ ╇╆╁╇╊╇-

′｠»
18.00, 20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «╃╄〈╇ 【‶╇¨′¨╁»
22.35 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╉╊┿]]»
02.50 》/《 «‶[╇′『 ╁ぁ╊╇┿′〈»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ – 3»
14.10 》/《 «╉╇〈┿╈]╉╇╈ ]╄[╁╇╆»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «]〈[╇〈[╄╈]╄[｠»
23.00, 03.05 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.35 «]〈╄′╃»
23.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╃┿╂¨′»
03.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.50 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

[╇╇»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╇ ╂[ぅ′〉╊ ╂[¨╋»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╅┿╃′¨]〈を»
00.00 》/《 «╋╄》┿′╇╉»
01.50 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «╅┿╃′¨]〈を»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 》/《 «』╄[′┿ぅ ╋¨╊′╇ぅ»
12.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 》/《 «╁┿]┿╀╇»
22.45 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
23.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 》/《 «〈〉′′╄╊を ]╋╄[〈╇»
03.15 》/《 «╀¨╀[¨ ‶¨[╅┿╊¨-

╁┿〈を!»
05.10 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 НОВОСТИ ТАУ
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«СОБЫТИЯ. КАЖДЫЙ ЧАС»

9.10 «ГУРМЭ»
10.20 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.10 «ДОРОГА В АЗЕРБАЙДЖАН»
11.45 «СОБЫТИЯ. ОБРАЗОВАНИЕ»
12.30 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ»
13.10 «ВОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ»
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.05 «ВСЕ О Ж.К.Х.»
15.35 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
16.05 Т/С «РОДИНА ЖДЕТ»
17.10 «ТЕРРИТОРИЯ ГУФСИН»
17.30 «СПОРТЭКСПЕРТИЗА»
18.10, 00.30, 03.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
19.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «СОБЫТИЯ. 

ИТОГИ»
20.30, 03.40 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ЗДО-

РОВЬЕ»
21.00, 02.20 НОВОСТИ ТАУ
22.00 Т/С «РОДИНА ЖДЕТ»
23.35 «СОБЫТИЯ УРФО»
00.05 «АВТОБАН»
00.55 «ВСЕ О Ж.К.Х.»
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〉[┿╊ 〉[┿╊

Ñðåäà, 30 ìàðòà
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 12.00, 02.20 «[¨╃′┿ぅ ╆╄╋╊ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
05.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00, 00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
10.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 «′┿[¨╃ ╋¨╈…»  (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30, 22.00 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
13.30 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15  《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿» 
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[-

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

ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»
16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈
16.45  ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)  
19.00 ╊. ╁┿╊╇╄╁. «┿╊《┿′╇] ╇╆ ‶┿[╇╅┿»
20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
20.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈»
21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈»
00.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
01.20  [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈  
01.50 “′┿[¨╃ ╋¨╈...” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
02.45 «〉╊｠╀′╇]を!»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ ╉¨╊を-

『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
22.30 ][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «╀╄╊｠╈ ╁¨[¨〈′╇』¨╉»
00.40 》/《 «╋┿[╇ぅ-┿′〈〉┿′╄〈〈┿»
03.00 ′¨╁¨]〈╇
03.05 》/《 «[¨╋┿′〈╇』╄]╉¨╄ 

‶[╄]〈〉‶╊╄′╇╄»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «‶[¨╉╊ぅ〈╇╄ 《┿[┿-

¨′¨╁»
10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╁]╄╂╃┿»
22.50 ╃/《 «]〈┿[【╇╈ ]｠′ ]〈┿-

╊╇′┿»
23.50 ╁╄]〈╇+
00.10 》/《 «╇╋‶╄[╇ぅ ]¨╊′『┿»
03.15 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
03.50 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を

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

【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.25 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨-

╁╄[╉┿» 
14.40 «╃┿╁┿╈〈╄ ╋╇[╇〈を]ぅ!» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄»  
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
01.30 «╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨]» 
02.30 〈/] «‶[┿╁╇╊¨ ╊┿╀╇-

[╇′〈┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «╋¨╈ ╋╊┿╃【╇╈ ╀[┿〈»
12.25 ╃/《 «╋¨′┿]〈｠[を [╇╊┿»
12.40 《╇╊¨╊¨╂. ′. ╊╇╀┿′
13.05 ╃/] «╁┿[╁┿[｠»
13.50 ╊╄╂╄′╃｠ 『┿[]╉¨╂¨ ]╄╊┿
14.15 》/《 «〈┿╈′┿ ╆¨╊¨〈¨╈ ╂¨[｠»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.35 ‶¨]╊╄╃′╇╄ 【╄╃╄╁[｠
18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 ┿╀]¨╊ぃ〈′｠╈ ]╊〉》
20.45 ╂╄′╄[┿╊｠ ╁ 【〈┿〈]╉¨╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ╋┿╂╇ぅ ╉╇′¨
23.00 ╋¨′¨╊¨╂ ╁ 4-》 』┿]〈ぅ》
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╊╇』′┿ぅ ╅╇╆′を ╉〉╆ぅ-

╄╁┿ ╁┿╊╄′〈╇′┿»
01.00 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.30 ¨]′¨╁′¨╈ ]¨]〈┿╁
7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′-

╀〉[╂»
7.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ ╉╊╇-

╋╇′¨╈»
8.00 《〉〈╀¨╊を′¨╄ ¨╀¨╆[╄′╇╄ 
8.15 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
8.50 ╇′〈╄[′╄〈 ぁ╉]‶╄[〈
9.10 ╋╄╊を′╇『┿
9.40, 20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
10.40 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
10.55 ╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
12.05 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
12.25 ╊｠╅′｠╈ ]‶¨[〈
14.20 ╁╄]〈╇.RU
14.35, 18.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.55 》/《 «]‶┿[〈┿′╄『»
17.05 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
18.20 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
19.00 ╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈
19.30 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
20.40 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
21.00 》¨╉╉╄╈. «╋╄〈┿╊╊〉[╂» - «]┿-

╊┿╁┿〈 ぃ╊┿╄╁»
23.15 ╀¨╉]
00.00, 03.30 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 02.10 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «┿╊╉¨╋┿《╇ぅ»
01.05, 05.25 TOP GEAR 
02.20, 03.45 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 》/《 «〈╇》╇╈ ╃¨′», 3 ]╄[╇ぅ
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «′┿╂[┿╃╇〈を (‶¨-

]╋╄[〈′¨)»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.15 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.30 〈/] «『╄‶を»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.05 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.05 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╅╄′]╉┿ぅ ╊¨╂╇╉┿ 

- 4»
23.40 ╃/《 «]╊╄╃ ╆╁╄[ぅ»
00.30 》/《 «╊╄¨′»
02.35 》/《 «╃╄]ぅ〈を ′╄╂[╇〈ぅ〈»
05.10 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «╃╄〈╇ 【‶╇¨′¨╁»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
21.00 》/《 «【‶╇¨′ ‶¨ ]¨]╄╃-

]〈╁〉»
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╉╊┿]]»
02.50 》/《 «╆′┿╉¨╋]〈╁¨ ] ╋┿[-

╉¨╋»
04.30 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.35 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ – 3»
14.10 》/《 «╉╇╃┿╊｠»
16.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋┿╊を』╇【′╇╉ 

╁ ╊┿]-╁╄╂┿]╄»
23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «╉′ぅ╆を 〈を╋｠»
03.05 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.55 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

[╇╇»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇-

╉╇ 〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╋╄》┿′╇╉»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»
00.00 》/《 «╂¨[╄『: ‶¨]╊╄╃′╄╄ 

╇╆╋╄[╄′╇╄»
01.55 «╅╇╆′を ╉┿╉ 』〉╃¨»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «╂╄′╇┿╊を′｠╈ ]｠】╇╉»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 》/《 «╁┿]┿╀╇»
11.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «′┿ ╇╂[╄»
22.45 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
23.15 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
03.30 》/《 «╀ぁ╈╀. ‶¨[¨]╄′¨╉ ╁ 

╂¨[¨╃╄»
05.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ 
╊╇『┿»

5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
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, 19.00 
«]¨╀｠〈╇ぅ. ╉┿╅╃｠╈ 』┿]»

9.10 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
10.20 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
11.10 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
11.45 «]¨╀｠〈╇ぅ. ‶┿[╊┿╋╄′〈»
12.30 «]¨╀｠〈╇ぅ. ┿╉『╄′〈»
13.10 «]‶¨[〈ぁ╉]‶╄[〈╇╆┿»
14.05 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
15.05 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
15.35 «╃╄‶〉〈┿〈]╉¨╄ [┿]]╊╄╃¨-

╁┿′╇╄»
16.05 〈/] «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈»
17.10 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
17.30 «╉┿╀╇′╄〈 ╋╇′╇]〈[¨╁»
18.10, 00.30, 03.20 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 

〉』┿]〈¨╉
19.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «]¨╀｠〈╇ぅ. 

╇〈¨╂╇»
20.30, 03.40 «‶[ぅ╋┿ぅ ╊╇′╇ぅ. ‶[┿╁¨»
21.00, 02.20 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
22.00 〈/] «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈»
23.35 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
00.05 «┿╁〈¨╀┿′»
00.55 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
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╁╆╋┿》 こけょけかぇ はさおけゅけ こかぇすぬは ういはと-

くけえ こぇさすくひさてう, しすさぇしすくにえ ゃいゅかはょ 
こけょすはくせすけゅけ おぇゃぇかっさぇ う こぇさぇ こけょ ぇおおけき-

こぇくっきっくす うしこぇくしおけえ ゅうすぇさに おさせあうすしは こけ 
しちっくっ, こけゅさせあぇは いさうすっかっえ ゃ ぇすきけしそっさせ 
すひこかにた のあくにた しすさぇく. 

╉ぇすは ┿ゃうかけゃぇ う [けきぇ ‶けこけゃ すさっくうさせのすしは ゃ 
しすせょうう しこけさすうゃくけゅけ ぉぇかぬくけゅけ すぇくちぇ «╅っきつせ-

あうくぇ» こはすぬ かっす, いぇ ねすけ ゃさっきは さっぉはすぇ ゃ しけしすぇゃっ 
ぇくしぇきぉかは しすぇくけゃうかうしぬ こけぉっょうすっかはきう きっあょせくぇ-

さけょくにた, さけししうえしおうた う けぉかぇしすくにた しけさっゃくけゃぇくうえ. 
′ぇ ゅけさけょしおけき そっしすうゃぇかっ-おけくおせさしっ «╆けかけすにっ 
さけししにこう», こさけてっょてっき ゃ ゃにたけょくにっ, こぇさぇ こけ-

かせつうかぇ ょうこかけき こっさゃけえ しすっこっくう いぇ ぇさすうしすうつくにえ 
うしこぇくしおうえ すぇくっち «]ねおゃねえ». 

]ぇきけっ きぇしてすぇぉくけっ しけさっゃくけゃぇくうっ しさっょう せつぇ-

とうたしは ておけか うしおせししすゃ ╀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  こさけてかけ ゃ ゃにたけょくにっ ゃ ╃【╇ わ1. ╃ゃぇ ょくは 
ぉけかっっ つっすにさひたしけす ょっすっえ – たせょけあくうおけゃ, うくしすさせ-

きっくすぇかうしすけゃ, すぇくちけさけゃ, ぇおすひさけゃ う ゃけおぇかうしすけゃ, 
こさけてっょてうた しっさぬひいくにえ けすぉけさ ゃくせすさう ておけか うし-
おせししすゃ, – こけおぇいにゃぇかう しゃけひ きぇしすっさしすゃけ こっさっょ 
つかっくぇきう あのさう, おゃぇかうそうちうさけゃぇくくにきう しこっちうぇ-

かうしすぇきう, こっょぇゅけゅぇきう っおぇすっさうくぉせさゅしおうた ゃせいけゃ. 
‶けきうきけ せあっ ういゃっしすくにた いゃひいょ, すぇおうた おぇお «′けく-

しすけこ», ╋ぇさうは ╉せさぬはくけゃぇ う たけさっけゅさぇそうつっしおうえ 
ぇくしぇきぉかぬ «ぁょっかぬゃっえし» (しすぇゃてうえ ょゃぇあょに ょう-

こかけきぇくすけき おけくおせさしぇ) くぇ そっしすうゃぇかっ こけはゃかはのすしは 
くけゃにっ しぇきけさけょおう. 

– ╁にしすせこぇかう しけゃしっき きぇかっくぬおうっ, くけ すぇおうっ すぇ-

かぇくすかうゃにっ ょっすおう! – ょっかうすしは ゃこっつぇすかっくうはきう ′ぇ-

すぇかぬは ╋せたうくぇ, ょうさっおすけさ ╃【╇ わ2. – ‶はすうかっすくはは 
╋ぇてぇ ‶けおさけゃしおぇは うしこけかくうかぇ けつっくぬ しかけあくせの 
ょかは しゃけっゅけ ゃけいさぇしすぇ おけきこけいうちうの ╁. ]っかうゃぇくけゃぇ 
«【せすけつおぇ». ╃うこかけき ゃすけさけえ しすっこっくう けくぇ こけかせ-ゃすけさけえ しすっこっくう けくぇ こけかせ- しすっこっくう けくぇ こけかせ-

つうかぇ すけかぬおけ こけすけきせ, つすけ ゃにしすせこぇかぇ こっさゃけえ, う 
さけはかぬ ょかは くっひ ぉにか くっせょけぉっく. 

╁ うくしすさせきっくすぇかぬくけえ くけきうくぇちうう けすかうつうかうしぬ 
ゃけしこうすぇくくうおう ておけかに うしおせししすゃ わ1. 

〉つっくうおう ╊.┿. ‶かせあくうおけゃけえ ╉しっくうは 〉しすのあぇくう-

くぇ, ╃ぇさぬは ]けおけかけゃぇ う ╁かぇょうきうさ ╉せいくっちけゃ しすぇかう 

╆′┿╈ ′┿【╇》

 – ╉けくちっさすくにえ いぇか うき. ╂くっしうくにた – しぇきぇは こさっしすうあ-

くぇは こかけとぇょおぇ しすさぇくに, ねすけ くぇおかぇょにゃぇっす けこさっょっかひく-

くせの けすゃっすしすゃっくくけしすぬ おぇお くぇ うしこけかくっくうっ, すぇお う くぇ ゃに-

ぉけさ おけくちっさすくけえ こさけゅさぇききに. ╋に さってうかう けぉさぇすうすぬしは 
お しけゃさっきっくくけきせ おけきこけいうすけさせ, こっゃちせ, しけかうしすせ ]ゃっさょ-

かけゃしおけえ ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ ぇおぇょっきうつっしおけえ そうかぇさきけ-

くうう, しけかうしすせ ╀けかぬてけゅけ すっぇすさぇ  う すっぇすさぇ «╊ぇ ]おぇかぇ» 
(╇すぇかうは) ‶ぇゃかせ ╆ゃっさっゃせ, – ゅけゃけさうす  させおけゃけょうすっかぬ 
ぇくしぇきぉかは  ぃさうえ ╊せおぇくうく.

╁ おけくちっさすくけき いぇかっ ゃ うしこけかくっくうう «[せしうつっえ» いゃせ-

つぇかぇ ぇゃすけさしおぇは きせいにおぇ ‶ぇゃかぇ ╆ゃっさっゃぇ, くぇこうしぇくくぇは 
うき しこっちうぇかぬくけ ょかは ねすけえ おけくちっさすくけえ こさけゅさぇききに. 
ぁすけ ぉにかぇ こさっきぬっさぇ! ‶さけいゃせつぇかう すぇおうっ しけつうくっくうは 
‶. ╆ゃっさっゃぇ,  おぇお «]かぇゃはくしおうえ ぉぇいぇさ», けすさぇいうゃてうえ 
ぉけゅぇすせの ねきけちうけくぇかぬくせの こぇかうすさせ そっしすうゃぇかは «]かぇ-

ゃはくしおうえ ぉぇいぇさ ゃ ╁うすっぉしおっ», «╇すぇかぬはくしおうっ くけつう», くぇ-

ゃっはくくにっ おさぇしけすけえ うすぇかぬはくしおけえ こさうさけょに, «┿くのすうくに 
ゅかぇいおう», こけしゃはとひくくにっ せてっょてっえ うい あういくう ぉかっしすはとっえ 
こうぇくうしすおっ ┿くくっ ╀さっしし,  いぇょけさくぇは こけかぬおぇ «╁っしひかにえ 
ょっょせておぇ», そうかけしけそしおけっ こさけういゃっょっくうっ け こぇさぇょけおしぇた 
ゃさっきっくう う しおけさけすっつくけしすう つっかけゃっつっしおけえ あういくう «╃け-

さけゅぇ ゃさっきっくう» う  ょさせゅうっ.
╀っさひいけゃしおうっ きせいにおぇくすに すぇおあっ ぇおおけきこぇくうさけゃぇかう 

しけかうしすぇき ╀けかぬてけゅけ けこっさくけゅけ すっぇすさぇ ┿くぇしすぇしうう ╆ゃっさっ-

ゃけえ (しけこさぇくけ), 〈ぇすぬはくっ ╁うくくうおけゃけえ (きっちちけ-しけこさぇくけ) 
う ぇゃすけさせ う うしこけかくうすっかの  ‶ぇゃかせ ╆ゃっさっゃせ (ぉぇさうすけく). 

╇しおせてひくくせの しすけかうつくせの こせぉかうおせ しかけあくけ せょうゃうすぬ, 
くけ ぉっさっいけゃつぇくぇき ねすけ せょぇかけしぬ: しけゃさっきっくくにえ きせいに-

おぇかぬくにえ はいにお ぇゃすけさしおうた おけきこけいうちうえ, はさおけっ, ねきけ-

ちうけくぇかぬくけっ うしこけかくっくうっ, ゃうさすせけいくけっ ゃかぇょっくうっ きせいに-

おぇかぬくにきう うくしすさせきっくすぇきう – きけしおゃうつう ぇこかけょうさけゃぇかう 
きぇしすっさしすゃせ ぉっさひいけゃしおうた きせいにおぇくすけゃ しすけは. ╉けかかっおすうゃ 
こけかせつうか こさっょかけあっくうっ ょぇすぬ ゃ ねすけき ゅけょせ しけかぬくにえ おけく-

ちっさす ゃ おけくちっさすくけき いぇかっ うき. ╂くっしうくにた, おけすけさけっ, っしすっ-

しすゃっくくけ, ぉにかけ うき こさうくはすけ.

〈[╇ ╀┿ぅ′┿ – 》¨[¨【¨, ┿ ] ╃¨╋[┿╋╇ – ╊〉』【╄
– ╁ ねすけき ゅけょせ せ ぇくしぇきぉかは «[せしうつう» – こはすくぇょちぇ-

すにえ おけくちっさすくにえ しっいけく. ╋に しつうすぇっき, つすけ ねすけ ゃぇあくぇは 
ゃったぇ. 〈さぇょうちうっえ おけかかっおすうゃぇ しすぇかけ けすきっつぇすぬ すぇおうっ 
いくぇおけゃにっ ょぇすに おけくちっさすぇきう ゃ ゅけさけょぇた [けししうう. ′う-

おけゅょぇ くっ けぉうあぇっき ]ゃっさょかけゃしおせの けぉかぇしすぬ. ′ぇ ねすけす 
さぇい こっさゃにえ おけくちっさす しけしすけはかしは ゃ ′うあくっき 〈ぇゅうかっ, 
– さぇししおぇいにゃぇっす ぃさうえ ╊せおぇくうく.

〈せさ こけ くっしおけかぬおうき ゅけさけょぇき [けししうう «[せしうつう» しけ-

ゃっさてうかう しけゃきっしすくけ う こけ こさうゅかぇてっくうの ぇくしぇきぉかは 
«╊うこっちおけっ すさうけ ぉぇはくうしすけゃ», おけすけさけきせ ゃ ねすけき ゅけょせ 
うしこけかくはっすしは 35 かっす. ╆ぇおかのつうすっかぬくにえ おけくちっさす, 
こけしゃはとひくくにえ のぉうかっの おけかかっおすうゃぇ, しけしすけはかしは 28 
そっゃさぇかは ゃ かうこっちおけえ そうかぇさきけくうう. ′ぇ けょくけえ しちっくっ 
し ぉっさひいけゃしおうきう う かうこっちおうきう きせいにおぇくすぇきう ゃにしすせ-

こうかう くぇさけょくにえ ぇさすうしす [けししうう ┿かっおしぇくょさ ]おかはさけゃ 
(ぉぇはく), いぇしかせあっくくにえ ぇさすうしす 〉おさぇうくに ╁かぇょうきうさ 
╋せさいぇ (ぉぇはく) う きくけゅうっ ょさせゅうっ. ‶け しかけゃぇき ぃさうは ╊せ-

おぇくうくぇ, すぇおうっ こけっいょおう けつっくぬ ゃぇあくに ょかは ぇくしぇきぉかは 
ゃ こかぇくっ けぉとっくうは «し かのょぬきう, おけすけさにっ はゃかはのすしは 
きねすさぇきう くぇてっゅけ くぇこさぇゃかっくうは», こけかせつっくうは くけゃけゅけ 
けこにすぇ.

╁ こかぇくぇた «[せしうつっえ» – こけょゅけすけゃおぇ くけゃにた おけくちっさ-

すけゃ, ゃ つぇしすくけしすう, しけかぬくけゅけ ゃにしすせこかっくうは ゃ ╋けしおゃっ. ╁ 
ぉかうあぇえてっっ ゃさっきは こかぇくうさせのすしは けょくけ しけかぬくけっ ゃにしすせ-

こかっくうっ ゃ ╀っさひいけゃしおけき う けょくけ – ゃ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ. ╇ょひす 
さぇぉけすぇ くぇょ くけゃけえ こさけゅさぇききけえ お 9-きせ ╋ぇは う お 70-かっすうの 
くぇつぇかぇ ╁っかうおけえ ¨すっつっしすゃっくくけえ ゃけえくに. ╉けかかっおすうゃ 
こさけょけかあぇっす しすさっきうすぬしは お くけゃにき ゃにしけすぇき.

》けつっすしは こけあっかぇすぬ おけかかっおすうゃせ せょぇつう くぇ すゃけさつっ-

しおけき こせすう!

╋ぇさうは ╀┿╀╉╇′┿

╂¨[¨╃]╉¨╈ ╉¨′╉〉[]-《╄]〈╇╁┿╊を «╆¨╊¨〈｠╄ [¨]]｠‶╇» ¨〈╉[｠╁┿╄〈 ′¨╁｠╄ ╇╋╄′┿
┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿

′ぇ そけすけ: ゃ たせょけあっしすゃっくくけえ くけ-

きうくぇちうう ょっすう こさっょしすぇゃうかう さぇいくけ-

けぉさぇいくにっ こけ すったくうおっ うしこけかくっくうは 
う すっきぇき さぇぉけすに. ‶けぉっょうすっかはきう 
しすぇかう せつっくうおう ¨.╄. ╁っこさっゃけえ, ┿.┿. 
╋ぇておうくけえ, ╊.┿. ‶けしすくうおけゃけえ, ╁.╋. 
》さうしけしすけきけゃぇ (╃【╇ わ2), ╄.‶. 
【かぇゅ, ╁.┿. ‶けかけゃうくおうくぇ, ╊.ぃ. ╋う-

たっっゃけえ, ╄.┿. ‶けくけきぇさひゃけえ (╃【╇ こ. 
╋けくっすくけゅけ), ╇.¨. [につおけゃけえ (╃【╇ 
こ. ╉かのつっゃしおぇ).

′╄ すぇお ょぇゃくけ ぇくしぇきぉかぬ くぇさけょくにた うくしすさせきっくすけゃ «[せしうつう» ゃっさ-

くせかしは ょけきけえ し VIII ╋っあょせくぇさけょくけゅけ そっしすうゃぇかは-おけくおせさしぇ 
«]けいゃっいょうっ きぇしすっさけゃ», おけすけさにえ こさけたけょうか ゃ ╋けしおゃっ し 19 こけ 22 
そっゃさぇかは 2011 ゅけょぇ. ╉けくおせさし こさけゃけょうかしは ╋うくうしすっさしすゃけき おせかぬ-

すせさに [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう, [けししうえしおけえ ぇおぇょっきうっえ きせいにおう うき. 
╂くっしうくにた, しけのいけき きぇしすっさけゃ くぇちうけくぇかぬくにた きせいにおぇかぬくにた うくしすさせ-

きっくすけゃ. ╁ さぇきおぇた そっしすうゃぇかは しけしすけはかしは ゃっつっさ ぇくしぇきぉかっえ, ゅょっ こさう-

くうきぇか せつぇしすうっ くぇて ぉっさひいけゃしおうえ おけかかっおすうゃ. 

かせつてうきう こうぇくうしすぇきう ゃきっしすっ し ょせねすけき ╁ぇかっくすうくぇ 
╀うすぬおっくひゃぇ, ┿くくけえ ╆ぇえちっゃけえ う ]っさゅっっき 』っさくに-

てっゃにき – こけょけこっつくにきう ╇かぬしうぇさ ╊っけくけゃけえ. ╂ぇかぇ-
おけくちっさす そっしすうゃぇかは せおさぇしうかう しおさうこぇつう: ╀せいきぇおけゃ 
┿くょさっえ うしこけかくうか «╁けしすけつくにえ すぇくっち», ぇ ぇくしぇきぉかぬ 
しおさうこぇつっえ うい ╃【╇ こけしひかおぇ ╋けくっすくけゅけ  (くぇ そけすけ) 
– いくぇきっくうすにえ «╁っくゅっさしおうえ すぇくっち» ╀さぇきしぇ. 

╋けくっすくうくちに せしこってくけ ゃにしすせこうかう くっ すけかぬ-

おけ ゃ うくしすさせきっくすぇかぬくけえ くけきうくぇちうう. ‶っょぇゅけゅう 
ねすけえ ておけかに うしおせししすゃ こさうゃっかう お こけぉっょっ のくにた 
たせょけあくうおけゃ, ぇ すぇおあっ ぇおすひさけゃ. ╋せいにおぇかぬくにえ 
しこっおすぇおかぬ «╀けかけすくぇは そぇくすぇいうは» こけ きけすうゃぇき 
しおぇいおう «╃のえきけゃけつおぇ» ゃ うしこけかくっくうう しすせょうう 
«╋っかけょうは» こさうくひし ょうこかけき こっさゃけえ しすっこっくう 
′ぇょっあょっ ぃさぬっゃけえ, しにゅさぇゃてっえ さけかう ╀けかけすくけえ 
こさうくちっししに う ‶さうくちぇ. ╁ しゃけう ょっゃはすぬ かっす ょっ-

ゃけつおぇ せあっ はゃかはっすしは かぇせさっぇすけき きくけゅけつうしかっく-

くにた さけししうえしおうた う きっあょせくぇさけょくにた おけくおせさしけゃ, 
くっょぇゃくけ けくぇ こさうゃっいかぇ ょうこかけき かぇせさっぇ-

すぇ «╋けしおけゃしおけゅけ しけいゃっいょうは». ╋くけゅうっ 
せつぇしすくうおう «╋っかけょうう» きけゅせす こけたゃぇしすぇすぬ-

しは ゃにしけおうきう くぇゅさぇょぇきう: «╃のえきけゃけつおぇ» 
′うくぇ ╀ぇおぇくけゃぇ – かぇせさっぇす «╋けしおけゃしおけゅけ 
しけいゃっいょうは», きっあょせくぇさけょくけゅけ おけくおせさ-

しぇ «〉 しぇきけゅけ つひさくけゅけ きけさは»; «╋にてぬ» 
′ぇしすは 〈ぇさぇくけゃぇ – こけぉっょうすっかぬ きくけあっ-

しすゃぇ おけくおせさしけゃ, けくぇ しすぇかぇ かぇせさっぇすけき 
けすぉけさけつくけゅけ すせさぇ «╃っかぬそうえしおうた うゅさ». 
ぁしすさぇょくけ-ょあぇいけゃけっ けすょっかっくうっ ておけかに 
うしおせししすゃ さぇぉけすぇっす てっしすぬ かっす う せあっ すさけっ 
っゅけ ゃにこせしおくうおけゃ けぉせつぇのすしは ゃ こさっしすうあ-

くにた ゃせいぇた ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ. ┿ おけこうかおぇ きせ-

いにおぇかぬくけえ しすせょうう «╋っかけょうは» いぇ こけしかっょ-

くうっ ょゃぇ ゅけょぇ こけこけかくうかぇしぬ 57 くぇゅさぇょぇきう, 

┿かひくぇ ╊┿]╉〉〈¨╁┿ 
]ぇきにっ ぇさすうしすうつくにっ, おさっぇすうゃ-

くにっ う すゃけさつっしおうっ かのょう くぇてっゅけ 
ゅけさけょぇ いぇゃすさぇ けすきっつぇのす しゃけえ 
こさけそっししうけくぇかぬくにえ こさぇいょくうお – 
╃っくぬ さぇぉけすくうおぇ おせかぬすせさに. ╇きっく-

くけ けくう – きせいにおぇくすに う たけさっけゅさぇ-

そに, しちっくぇさうしすに う さっあうししひさに, 
ゃけおぇかうしすに う たせょけあくうおう – ゃうくけ-

ゃぇすに ゃけ きくけゅけつうしかっくくにた こけぉっ-

ょぇた くぇてうた いっきかはおけゃ くぇ おけくおせさ-

しぇた う そっしすうゃぇかはた ゃしった せさけゃくっえ. 
‶け うた ゃうくっ ょっすう う ゃいさけしかにっ つう-

すぇのす おくうゅう, すぇくちせのす, いぇくうきぇのす-
しは ういけぉさぇいうすっかぬくにき うしおせししすゃけき 
う こっくうっき. ╆ぇ ゃしひ ねすけ さぇぉけすくうおう 
おせかぬすせさに こさうゅけゃけさっくに お こけあうい-
くっくくけきせ ゃっしっかぬの う こさぇいょくうおせ. 

╇ ゃっょぬ ょっえしすゃうすっかぬくけ あういくぬ 
しけすさせょくうおけゃ せこさぇゃかっくうは おせかぬすせ-

さに う しこけさすぇ こさけたけょうす こけょ ょっゃう-

いけき: «╉けゅょぇ ゃに けすょにたぇっすっ – きに 
さぇぉけすぇっき». ╇ ゃ しゃけえ こさけそっししうけ-

くぇかぬくにえ こさぇいょくうお ょかは ゃしった ゅけ-

さけあぇく けくう せしすさぇうゃぇのす ぉけかぬてけえ 
おけくちっさす し せつぇしすうっき きっしすくにた 
う っおぇすっさうくぉせさゅしおうた おけかかっおすう-

ゃけゃ. ]けしすけうすしは けく 25 きぇさすぇ 
ゃ 16.00, ゅけしすっえ う ゃうくけゃくうおけゃ 
すけさあっしすゃぇ こさうくうきぇっす ╃╉ «]け-

ゃさっきっくくうお», ゅょっ くにくつっ すけあっ 
けすきっつぇのす しゃけえ こさぇいょくうお – こは-

すうかっすうっ ゅけさけょしおけゅけ おせかぬすせさくけ-
ょけしせゅけゃけゅけ ちっくすさぇ.

′ぇ しちっくせ ょけきぇ おせかぬすせさに こけょ-

くうきせすしは さぇぉけすくうおう う おけかかっおすう-

ゃに ╂╉╃『, おけすけさにっ さぇょせのす しかせた う 
ゅかぇい ぉっさっいけゃつぇく せあっ きくけゅけ かっす. 
╇き ぉせょっす ゃさせつっくぇ ゅけさけょしおぇは 
こさっきうは «╁っさくけしすぬ こさういゃぇくうの», 
う おけくっつくけ ゃ うた ぇょさっし こさけいゃせつうす 
けゅさけきくけっ おけかうつっしすゃけ こけいょさぇゃ-

かっくうえ けす おけかかっゅ う ぉかぇゅけょぇさくにた 
いさうすっかっえ. 

¨╀[╄』┱′′｠╄ 
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18 うい おけすけさにた – きっあょせくぇさけょくにっ. ′けゃけえ こけぉっょっ 
しゃけうた ゃけしこうすぇくくうおけゃ さぇょせっすしは たせょけあっしすゃっくくにえ 
させおけゃけょうすっかぬ しすせょうう う こけしすぇくけゃとうお «╀けかけすくけえ 
そぇくすぇいうう» ′ぇすぇかぬは ‶けかけゃうくおうくぇ: 

–  ′ぇょ しこっおすぇおかっき すさせょうかうしぬ すさう きっしはちぇ, う いぇ 
さぇぉけすせ は, おぇお けぉにつくけ, けすぉかぇゅけょぇさの う さっぉはす う うた 
さけょうすっかっえ. ‶け すさぇょうちうう ゃきっしすっ し ゅさぇきけすぇきう けす 
ておけかに うしおせししすゃ ょっすう こけかせつぇす ぉうかっすに ゃ すっぇすさ – 
すぇお きに けすきっつぇっき くぇてう こけぉっょに. 

«╆けかけすにっ さけししにこう» こけいゃけかはのす くっ すけかぬおけ けすに-

しおぇすぬ くけゃにた いゃひいょけつっお, くけ う せゃうょっすぬ さっいせかぬすぇす 
さぇぉけすに ゃしった ておけか うしおせししすゃ. ′ぇ こさけすはあっくうう ょゃせた 
そっしすうゃぇかぬくにた ょくっえ けちっくうゃぇかぇ ゃにしすせこかっくうは ょっ-

すっえ ╇さうくぇ ╁うすぇかぬっゃくぇ 〈うきうくぇ, くぇつぇかぬくうお せこさぇゃ-

かっくうは おせかぬすせさに う しこけさすぇ けおさせゅぇ: 
– 》けさけてけ, つすけ ゃ ゅけさけょっ っしすぬ すぇおけえ そっしすうゃぇかぬ, う 

けく うきっっす さぇいゃうすうっ. ╃かは せつぇとうたしは «╆けかけすにっ さけし-
しにこう» – ねすけ しっさぬひいくぇは ておけかぇ おけくおせさしけゃ, くぇ おけすけ-

さにた うき っとひ こさっょしすけうす ゃにしすせこぇすぬ. ′ぇ そっしすうゃぇかっ 
«こさけしゃっつうゃぇのすしは» ゃしっ つっすにさっ ておけかに うしおせししすゃ う 
けつっくぬ たけさけてけ ゃうょくぇ けさゅぇくういぇちうは う 
おぇつっしすゃけ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ こさけちっし-
しぇ. ╁こっつぇすかっくうっ くっけょくけいくぇつくけっ: 
つすけ-すけ こけさぇょけゃぇかけ, つすけ-すけ くっす. 

〉ゃぇあぇっきにっ さぇぉけすくうおう おせかぬすせさに! 
]こぇしうぉけ ゃぇき いぇ ゃょけたくけゃっくくにえ しけいうょぇ-
すっかぬくにえ すさせょ! ]うかぇきう しけすさせょくうおけゃ 
ぉうぉかうけすっお う ょけきけゃ おせかぬすせさに, こっょぇ-
ゅけゅけゃ ておけか うしおせししすゃ – しかけゃけき, ゃしった 
すった, おすけ こけしゃはすうか しゃけの あういくぬ しかせ-

あっくうの おせかぬすせさっ, – しけたさぇくはっすしは 
う こさうせきくけあぇっすしは ょせたけゃくけっ ぉけゅぇすしすゃけ 
くぇてっゅけ ゅけさけょぇ. ╅っかぇの ゃぇき すゃけさつっ-

しおうた せしこったけゃ, うくくけゃぇちうけくくにた うょっえ, 
くっしすぇくょぇさすくにた 
さってっくうえ! 
╇さうくぇ 〈╇╋╇′┿, くぇつぇかぬくうお 〉╉う] 
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′ぇさっあぬすっ きはしけ きぇかっくぬおうきう おせ-

しけつおぇきう う けぉあぇさぬすっ くぇ さぇしおぇかひく-
くけえ しおけゃけさけょっ ょけ ゅけすけゃくけしすう, くっ 
いぇおさにゃぇは おさにておけえ. ╂かぇゃくけっ くっ 
こっさっしせてうすっ きはしけ. ╃けぉぇゃぬすっ きっか-
おけ くぇさっいぇくくせの きけさおけゃぬ う かせお, 
くっきくけゅけ こけすけきうすっ. ╆ぇすっき けつうしすう-
すっ う きっかおけ くぇさっあぬすっ ぉぇおかぇあぇくに, 
ょけぉぇゃぬすっ ゃ きはしけ, すけきうすっ くぇ けゅくっ 
ょけ ゅけすけゃくけしすう. ╀かのょけ こけこっさつう-
すっ, こけしけかうすっ う ょけぉぇゃぬすっ こさうこさぇ-
ゃに こけ ゃおせしせ. ╁しひ こっさっきってぇえすっ う 
ょぇえすっ っとひ くっきくけゅけ こけすせてうすぬしは.
¨すょっかぬくけ けぉあぇさぬすっ おぇさすけそっかぬ, 
くぇさっいぇくくにえ きっかおうきう おせぉうおぇきう, しきってぇえすっ っゅけ し きはしくけえ しきっしぬの. ╋けあくけ ゅけすけゃうすぬ ねすけ ぉかのょけ 
う ぉっい おぇさすけそっかは, くぇ ゃぇて ゃおせし.

¨ょうく かぇゃぇて くぇさっあぬすっ くぇ かっくすに, つすけぉに うきう いぇゃはいにゃぇすぬ けしすぇかぬくにっ かぇゃぇてう. ╁ さぇいゃひさ-
くせすにえ かぇゃぇて ょけぉぇゃぬすっ くぇつうくおせ. ╊ぇゃぇて いぇゃっさくうすっ う いぇゃはあうすっ こけょゅけすけゃかっくくけえ かっくすけえ.
╂けすけゃにっ きってけつおう こけしすぇゃぬすっ ゃ ょせたけゃおせ, さぇいけゅさっすせの ょけ 160 ゅさぇょせしけゃ, くぇ 20-30 きうくせす. ‶けしかっ 
いぇこっおぇくうは かぇゃぇて しすぇくけゃうすしは たさせしすはとうき. 
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╉[┿]′¨╄ ‶┿╊を╋¨╁¨╄ ╋┿]╊¨ «╆╊┿〈┿ ‶┿╊を╋┿» –
╃┿[ ‶[╇[¨╃｠ 』╄╊¨╁╄╉〉

«╉けゅょぇ きっょうちうくぇ  けしくけゃぇすっかぬくけ  うしこけさすうす  つっかけゃっおせ  あっかせょけお, こさうきっくはは かっおぇさしすゃぇ たうきうつっしおけゅけ しうくすっいぇ,  う  こっさっこさけぉせっす  
ゃしっ  けさゅぇくに すっかぇ あうゃけすくけゅけ,  けくぇ ゃけいゃさぇすうすしは  お ょさっゃくっえてうき かっつっぉくにき しさっょしすゃぇき – かっおぇさしすゃっくくにき さぇしすっくうはき う しくぇょけぉぬはき»

(けしくけゃぇすっかぬ そぇさきぇちっゃすうつっしおけえ ぉうけかけゅうう こさけそっししけさ ┿かっおしぇくょさ 』うさた 1909ゅ.)
╇さうくぇ ╂っけさゅうっゃくぇ 《[┿╈′╃, ゃさぇつ-くせすさうちうけかけゅ 
"』っかけゃっお っしすぬ すけ, つすけ けく っしす". 〉あっ ょぇゃくけ 

ょけ おぇいぇくけ, つすけ  85%  いぇぉけかっゃぇくうえ  つっかけゃっおぇ 
いぇゃう しはす けす っゅけ こうすぇくうは.

‶さうかぇゃおう きぇゅぇいうくけゃ いぇゃぇかっくに こさけ ょせおすぇきう, ぇ かのょう ぉけかっ-
のす, おけかうつっしすゃけ うくゃぇ かうょけゃ せゃっかうつうゃぇっすしは, こさけょけかあうすっかぬ-
くけしすぬ あういくう せきっくぬてぇっすしは. ╋に っょうき ゃおせしくせの, おさぇ しうゃせの 
こうとせ ゃ せゅけょせ しゃけっきせ あっかせょおせ, ぇ おかっすおう けさゅぇくういきぇ くっ こう-
すぇのすしは う ゅうぉくせす けす ゅけかけょぇ. ╁っょぬ し すぇおけえ  こうとっえ  きに くっ こけ-
しすぇゃかはっき うき ょけぉさけすくけゅけ しすさけえきぇすっさうぇかぇ, ぇ ねすけ いくぇつうす, つすけ 
くけゃにっ おかっすおう «せとっさぉくに». ¨くう くっ きけゅせす ゃにこけかくはすぬ こさっょくぇ-
いくぇつっくくにっ こさうさけょけえ そせく おちうう, けくう ぉけかぬくに.

′け ゃ こさうさけょっ ゃしひ いぇおけくけきっさくけ, う ゃ こけ きけとぬ くぇてっきせ けさゅぇ-
くういきせ けくぇ こけょぇさうかぇ くぇすせ さぇかぬくにえ こさけょせおす こうすぇくうは, ぉけゅぇすにえ 
うしすけつくうお せくうおぇかぬくにた ゃうすぇきうくけゃ ┿, ╄ (けくう さぇぉけすぇのす, おけゅ-
ょぇ さぇしすゃけさっくに ゃ あうさぇた), ぇ すぇおあっ せくうゃっさ しぇかぬくけゅけ くけしうすっかは 
ねくっさゅうう ゃ けさゅぇくういきっ そっさ きっくすぇ Q10, くっいぇきっくうきにた あうさくにた 
おうしかけす けきっゅぇ-3, 6, ぇきうくけおうしかけす, ぉうけそかぇゃけくけうょけゃ – おさぇしくけっ 
こぇかぬきけゃけっ きぇしかけ «╆かぇすぇ ‶ぇかぬきぇ».

╉さぇしくけっ こぇかぬきけゃけっ きぇしかけ «╆╊┿〈┿ ‶┿╊を╋┿» はゃかはっすしは 
しぇきにき ぉけゅぇすにき うしすけつくうおけき ゃ きうさっ こさけゃうすぇきうくけゃ  ┿ (おぇさけ-
すうくけうょけゃ), ゃうすぇきうくぇ ╄ (すけおけそっさけかけゃ う すけおけすさうっくけかけゃ)  ゃ 
こさうさけょくけき しけつっすぇくうう し きけくけ- う こけかうくっくぇしにとっくくにきう あうさ-
くにきう おうしかけすぇきう う くぇすせさぇかぬくにき おけそっさきっくすけき Q10 , おけすけさにっ 
はゃかはのすしは きけとくっえてうきう ぇくすうけおしうょぇくすぇきう, いぇとうとぇのとうきう 
くぇて けさゅぇくういき けす しゃけぉけょくにた さぇょうおぇかけゃ (ゃ こさけちっししっ あういくっ-
ょっはすっかぬくけしすう ゃ くぇてっき けさゅぇくういきっ けぉさぇいせのすしは ぇゅさっししうゃくにっ 
そけさきに おうしかけさけょぇ (しゃけぉけょくにっ さぇょうおぇかに, けくう あっ けおしうょぇく-
すに)  う こさけゃけちうさせのす こさけちっししに, したけょくにっ し さあぇゃかっくうっき うかう 
ゅくうっくうっき, ねすけ さぇいかけあっくうっ ぉせおゃぇかぬくけ しなっょぇっす くぇし ういくせすさう).

╁ けぉとっえ しかけあくけしすう, ゃ ねすけき せくうおぇかぬくけき こさけょせおすっ しけょっさ-
あうすしは けおけかけ 150 しすさけうすっかぬ くにた きぇすっさうぇかけゃ, おけすけさにっ こけきけ-
ゅぇのす おかっすおぇき しすぇすぬ «おさっこおうきう おうさこうつうおぇきう», こけいゃけかはの-
とうきう しょっかぇすぬ くぇて けさゅぇくういき くっこさっしすせこくけえ おさっこけしすぬの ょかは 
ぉけかっいくっえ.

╁ [けししうう きぇしかけき «╆かぇすぇ ‶ぇかぬきぇ» こけかぬ いせのすしは し 2003 ゅけょぇ. 
╇ つっかはぉうくちに けちっくうかう ねすけす こさけょせおす こけ ょけしすけうくしすゃせ, こけかせ-
つぇは せょうゃう すっかぬくにっ さっいせかぬすぇすに こけ いょけさけゃぬの. «╆かぇすぇ ‶ぇかぬ-
きぇ» – こけかくけちっくくにえ, せくうおぇかぬくにえ, しすさぇすっゅうつっしおうえ こさけょせおす 
こうすぇくうは, こけょ ゃけいょっえしすゃうっき おけすけさけゅけ けさゅぇくういき しぇき くぇたけ ょうす 
こせすぬ お ゃけししすぇくけゃかっくうの せすさぇつっくくけゅけ いょけ さけゃぬは.

]こっおすさ こけかけあうすっかぬくけゅけ ょっえしすゃうは きぇしかぇ こけうしすう-
くっ けつっくぬ てうさけお:

╋ぇしかけ «╆かぇすぇ ‶ぇかぬ きぇ» せおさっこかはっす うききせくくせの う しっさ-
ょっつくけしけしせょうしすせの しうしすっきに,  ねそそっおすうゃくけ こさう おけあくにた いぇ-
ぉけかっゃぇくうはた, ゃぇさうおけいっ, ゅぇしすさうすっ, はいゃっくくけえ ぉけかっいくう あっ-
かせょおぇ, 12-すうこっさしすくけえ おうておう, くっ いぇきっくうきにえ こさけょせおす こさう 
しぇたぇさくけき ょうぇぉっすっ, けあうさっくうう,  せきっくぬてぇっす さうしお さぇおけゃにた 
いぇぉけかっ ゃぇくうえ (ゃ す.つ. きけかけつくにた あっかっい), くけさきぇかういせっす ょぇゃ-
かっくうっ, こけおぇいぇくけ こさう いぇぉけかっゃぇくうはた しせしすぇ ゃけゃ う こけいゃけくけつ-
くうおぇ, ゃけししすぇくぇゃかうゃぇっす いさっくうっ う いぇとうとぇっす けす おぇすぇさぇおすに, 
せかせつてぇっす こぇきはすぬ, しこけしけぉしすゃせっす くけさきぇかぬくけきせ こさけすっおぇくうの 
ぉっ さっきっくくけしすう, いぇとうとぇっす けす こさっあょっゃさっきっくくけ ゅけ しすぇさっくうは. 

╁さぇつう [けししうえしおけえ ╃うぇぉっすうつっし おけえ ┿ししけちうぇちうう 
せしすぇくけゃうかう, つすけ しけょっさあぇ とうえしは ゃ おさぇしくけき こぇかぬきけ-
ゃけき きぇしかっ ゃうすぇきうく ╄ ゃきっしすっ し うくしせかうくけき せつぇしすゃせっす 
ゃ さぇしとっこかっ くうう しぇたぇさぇ. ‶けねすけきせ っゅけ さっおけきっくょせのす 
ぉけかぬ くにき しぇたぇさくにき ょうぇぉっすけき, かのょはき し ういぉにすけつ-
くにき ゃっしけき.

╋ぇしかけ こさっょせこさっあょぇっす すぇおうっ ゅさけいくにっ けし かけあくっくうは, おぇお 
こけすっさは いさっくうは, こけつっつくぇは くっょけ しすぇすけつくけしすぬ, ゅぇくゅさっくぇ くうあ-
くうた おけくっつくけしすっえ.

╁ 2004 ゅけょせ ゃさぇつう-きぇききけかけゅう ょかは かっつっ くうは あっく-
とうく ゃ こけしかっけこっさぇちうけくくにえ こっさうけょ お すさぇょうちうけく-
くけえ すっさぇこうう こけょおかのつうかう きぇしかけ «╆かぇすぇ ‶ぇかぬきぇ» 
う けすきっすうかう, つすけ こさけちっくす けし かけあくっくうは (かうきそけしすぇい) 
せきっくぬてうかしは. ╋ぇききけかけゅう しつうすぇのす ちっかっしけけぉさぇいくにき 
さっおけきっくょけ ゃぇすぬ うしこけかぬいけゃぇくうっ «╆かぇすぇ ‶ぇかぬきぇ» ゃ おけき-
こかっおしくけえ こさけゅさぇききっ さっぇぉうかうすぇちうう あっくとうく こけしかっ きぇしすけ-
ねおすけきうう (せょぇかっくうっ きけかけつくけえ あっかっいに).

╃ゃせきは させおぇきう いぇ こさうきっくっくうっ きぇしかぇ «╆かぇ すぇ ‶ぇかぬ-
きぇ" ゅけかけしせのす う おぇさょうけかけゅう, すぇお おぇお きぇしかけ – ねすけ っょうく-
しすゃっくくにえ ぉけゅぇすにえ うしすけつ くうお すけおけすさうっくけかけゃ (ゃうすぇきうく ╄), 
ぇ けくう しこけ しけぉしすゃせのす さぇしてうさっくうの しけしせょけゃ, こさっょせこさっあ ょぇは 
けぉさぇいけゃぇくうっ すさけきぉけゃ, しくうあぇは さうしお しっさ ょっつくけ-しけしせょうしすにた 
いぇぉけかっゃぇくうえ.

╉さぇしくけっ こぇかぬきけゃけっ きぇしかけ «╆かぇすぇ ‶ぇかぬ きぇ» – 
けょうく うい けしくけゃくにた こさけょせおすけゃ そっょっ さぇかぬくけえ こさけ-
ゅさぇききに [けししうう «╆ょけさけゃけっ こう すぇくうっ – いょけさけゃぬっ くぇ-
ちうう".

¨す しっぉは たけつせ ょけぉぇゃうすぬ, つすけ きぇしかけ し せくう おぇかぬくにき しけ-
つっすぇくうっき ゃうすぇきうくけゃ ┿ う ╄, おけ すけさにっ はゃかはのすしは うしたけょ-

くにき きぇすっさうぇかけき ょかは けぉさぇいけゃぇくうは こけかけゃにた ゅけさきけくけゃ, 
せょうゃうすっかぬ くにき けぉさぇいけき さってぇっす こさけぉかっきに きせあしおけゅけ う あっく-
しおけゅけ いょけさけゃぬは, こさっょせこさっあょぇっす う いぇきっょ かはっす さけしす ぇょっくけ-
きに こさっょしすぇすっかぬくけえ あっかっいに せ きせあつうく. ╀っい けこっさぇちうけくくけゅけ 
ゃきってぇすっかぬしすゃぇ あっくとうくに ういぉぇゃかはのすしは けす そうぉさけきうけきに う 
きぇしすけこぇすうう.  ╉ぇお ゃさぇつ, は きけゅせ しおぇいぇすぬ, つすけ おさぇしくけっ こぇかぬ-
きけゃけっ きぇしかけ «╆かぇすぇ ‶ぇかぬきぇ» さぇぉけすぇっす きくけゅけこさけそうかぬくけ. 
╋ぇしかけ きけあくけ くぇいゃぇすぬ ゃっかうおうき ょうこかけきぇ すけき, こけしおけかぬおせ っゅけ 
けしくけゃくぇは そせくおちうは しけしすけ うす ゃ すけき, つすけぉに しぉぇかぇくしうさけゃぇすぬ 
ゃしっ しうしすっきに けさゅぇくういきぇ.

╋ぇしかけ «╆かぇすぇ ‶ぇかぬきぇ» – くぇ すせさぇかぬくにえ こさけょせおす こうすぇくうは 
(おぇお けかうゃおけゃけっ, こけょしけかくっつくけっ う す.ょ.), っゅけ きけあくけ こさうくう-
きぇすぬ ぉっさっきっく くにき あっくとうくぇき う おけさきはとうき きぇすっさはき,  ょぇ-
ゃぇすぬ ょっすはき し こっさゃけゅけ ょくは.

〉こけすさっぉかっくうっ きぇしかぇ しけつっすぇっすしは し くぇいくぇ つっくくにきう ゃさぇ-
つけき かっおぇさしすゃぇきう. 〈っ, おすけ こさうくうきぇっす ねすけ きぇしかけ, つせゃしすゃせのす 
こさうかうゃ しうか う ねくっさゅうう.

]ぇきぇ は せこけすさっぉかはの きぇしかけ つっすゃっさすにえ ゅけょ う くっ きけゅせ くっ 
こけょっかうすぬしは こけかせつっくくにきう さっ いせかぬすぇすぇきう. ′けさきぇかういけゃぇ-
かけしぬ こけゃにてっくくけっ ┿╃ (180/100-280/140), ぇ しっえつぇし 130/80. 
》けかっしすっさうく しくういうかしは し 10 ょけ 5,8. ╁にてかう おぇきくう うい あっかつ-
くけゅけ こせいにさは. ╇いぉぇゃうかぇしぬ けす きせつうすっかぬくにた ぉけかっえ ゃ こけいゃけ-
くけつくうおっ こけしかっ こっ さっかけきぇ (18 かっす ょけくうきぇかう). ╉うてっつくうお 
さぇぉけ すぇっす こけ つぇしぇき. [ぇいさってうかうしぬ しせしすぇゃくにっ こさけ ぉかっきに, 
こさうけしすぇくけゃうかうしぬ こさけちっししに しすぇさっくうは,  ょぇのす くぇ 15-20 かっす 
きっくぬてっ!

╉〈¨   ╂┿[┿′〈╇[〉╄〈 ‶╇】╄╁¨╄  
╇  『╄╊╄╀′¨╄  ╉┿』╄]〈╁¨  ╋┿]╊┿  
«╆╊┿〈┿ ‶┿╊を╋┿»?
- ╂けしせょぇさしすゃっくくにえ ′╇╇ ゃうすぇきうくけゃ [《.
- [けししうえしおぇは ╃うぇぉっすうつっしおぇは ┿ししけちうぇちうは.
- [けししうえしおぇは ┿ししけちうぇちうは ╋ぇききけかけゅけゃ.
- [けししうえしおうえ ┿くすうょけこうくゅけゃにえ 『っくすさ.
- ]っさすうそうおぇす しけけすゃっすしすゃうは ╂¨]〈せ.
╁しっゅけ けょくぇ しすけかけゃぇは かけあおぇ きぇしかぇ «╆かぇすぇ ‶ぇかぬ-

きぇ» ゃ ょっくぬ ゃっょひす くぇて けさゅぇくういき お けいょけさけゃかっくうの!
『っくぇ ゃぇてっゅけ いょけさけゃぬは 18 させぉかっえ ゃ ょっくぬ. ╀せすにかおぇ 

けぉなひきけき 1100 きか しすけうす 1980 させぉかっえ, っひ たゃぇすぇっす くぇ 3,5 
きっしはちぇ. ‶っくしうけくっさぇき しおうょおぇ 5%.

╀╄]‶╊┿〈′┿ぅ ╉¨′]〉╊を〈┿『╇ぅ ]‶╄『╇┿╊╇]〈┿ ╇ ╁｠]〈┿╁╉┿-‶[¨╃┿╅┿ ]¨]〈¨╇〈]ぅ 31 きぇさすぇ し 10:00 ょけ 11:00 ゃけ ╃╁¨[『╄ ╋¨╊¨╃╄╅╇
╇きっのすしは こさけすうゃけこけおぇいぇくうは. ‶っさっょ こさうきっくっくうっき くっけぉたけょうきけ こさけおけくしせかぬすうさけゃぇすぬしは せ ゃさぇつぇ.

ÃÎÂßÄÈÍÀ Â ÀÐÌßÍÑÊÎÌ ËÀÂÀØÅ
╇′╂[╄╃╇╄′〈｠:
• 600 ゅ ゅけゃはあぬっえ ゃにさっいおう
• 1 かせおけゃうちぇ
• 200 ゅ きけさおけゃう
• 300 ゅ ぉぇおかぇあぇくけゃ
• 300 ゅ おぇさすけそっかは

• 40 きか けかうゃおけゃけゅけ きぇしかぇ
• 7 かうしすけゃ ぇさきはくしおけゅけ かぇゃぇてぇ 
• ¼ つぇえくけえ かけあおう つひさくけゅけ 
   きけかけすけゅけ こっさちぇ う こっさちぇ つうかう
• ½ つぇえくけえ かけあおう きけかけすけえ 
   こぇこさうおう う しけかう

ÑÀËÀÒ «ÁÓÊÅÒ ÑÈÐÅÍÈ» 
╇′╂[╄╃╇╄′〈｠: 
• 3-4 しさっょくうた おぇさすけそっかうくに
• 200 ゅ ゃっすつうくに
• 2 しさっょくうた かせおけゃうちに
• 2 はぉかけおぇ
• 200 ゅ  ゅさっちおうた けさったけゃ
• 400 ゅ おけくしっさゃうさけゃぇくくけゅけ 
   ぇくぇくぇしぇ
• 3 はえちぇ
• いっかっくぬ こっすさせておう うかう せおさけこぇ
• きぇえけくっい
• しゃっおけかぬくにえ しけお 
]‶¨]¨╀ ‶[╇╂¨〈¨╁╊╄′╇ぅ: 
╉ぇさすけそっかぬ けすゃぇさうすぬ, けしすせょうすぬ う くぇすっ-

さっすぬ くぇ すひさおっ. ╁っすつうくせ くぇさっいぇすぬ きっかおうきう 
おせぉうおぇきう うかう こけかけしけつおぇきう. ┿くぇくぇしに ょけ-
しすぇすぬ うい ぉぇくおう う ゃにかけあうすぬ ゃ ょせさてかぇゅ, つすけぉに しすっおかぇ かうてくはは あうょおけしすぬ. ¨すゃぇさうすぬ はえちぇ. ╋っかおけ 
くぇおさけてうすぬ かせお. ] はぉかけお しくはすぬ おけあせさせ. ┿くぇくぇし う はぉかけおう くぇさっいぇすぬ くっおさせこくにきう おせしけつおぇきう.

╁ てうさけおうえ しぇかぇすくうお こけかけあうすぬ しぇかぇす しかけはきう. ‶っさゃにえ しかけえ – おぇさすけそっかぬ (2/3 けす けぉとっゅけ 
おけかうつっしすゃぇ), ゃすけさけえ – かせお, すさっすうえ – ゃっすつうくぇ, いぇすっき しかけえ はぉかけお, しかけえ けさったけゃ, しかけえ おせぉうおけゃ 
ぇくぇくぇしぇ. ╉ぇあょにえ しかけえ しきぇいぇすぬ きぇえけくっいけき. ╁っさたくうえ しかけえ – くぇすひさすにえ くぇ すひさおっ おぇさすけそっかぬ. 
′ぇすうさぇっき くぇ きっかおけえ すひさおっ あっかすおう う ぉっかおう けすょっかぬくけ. ╁っさた しぇかぇすぇ しきぇいにゃぇっき きぇえけくっいけき, 
こけしにこぇっき あっかすおけき. ╃っかぇっき けぉけょけお うい ぉっかおぇ. ′せあくけ ぉせょっす くっきくけゅけ しゃっおけかぬくけゅけ しけおぇ, つすけ-
ぉに けおさぇしうすぬ つぇしすぬ くぇすひさすけゅけ ぉっかおぇ. [ぇいかけあうすぬ くぇ あっかすおっ ゃっすけつおう せおさけこぇ うかう こっすさせておう. 
『ゃっすおう しうさっくう ょっかぇのすしは こさう こけきけとう つぇえくけえ かけあおう, ぇ っとひ かせつてっ, っしかう せ ゃぇし っしすぬ きぇかっくぬ-
おぇは おけそっえくぇは かけあっつおぇ. ╁ かけあっつおせ くぇおかぇょにゃぇっすしは ぉっかけお, せこかけすくはっすしは う こっさっゃけさぇつうゃぇっすしは 
くぇ しぇかぇす. ╁ ぉっかおう きけあくけ ょけぉぇゃうすぬ くっきくけゅけ きぇえけくっいぇ, つすけぉに ねすぇ おさぇしけすぇ くっ さぇいゃぇかうかぇしぬ. 

╇′╂[╄╃╇╄′〈｠: 
╃かは すっしすぇ:
• 3 はえちぇ
• 150 ゅ しぇたぇさぇ
• 2 つ.か. ゃぇくうかぬくけゅけ しぇたぇさぇ
• 200 ゅ しきっすぇくに (10-20%)
• 150 ゅ しゅせとひくくけゅけ きけかけおぇ
• 3 しす.か. おぇおぇけ
• 200-250 ゅ きせおう
• 2 つ.か. さぇいさにたかうすっかは 
   (うかう 1 つ.か. ゅぇてひくけえ しけょに)
╃かは おさっきぇ:
• 250 ゅ きはゅおけゅけ 
   しかうゃけつくけゅけ しにさぇ ぉっい ょけぉぇゃけお 
• 500 きか しかうゃけお (33-35%)
• 150 ゅ しぇたぇさぇ
• 500 きか おけきこけすぇ うい ぇぉさうおけしけゃ 
╃かは せおさぇてっくうは:
• おかせぉくうおぇ
• あっかっ ょかは すけさすぇ
• きうくょぇかぬくにっ かっこっしすおう

ÒÎÐÒ 
«ÑÅÐÄÖÅ»

]‶¨]¨╀ ‶[╇╂¨〈¨╁╊╄′╇ぅ:
〈けさす こけかせつぇっすしは ぉけかぬてうき. ╄しかう ゃに ゅけ-

すけゃうすっ くぇ くっぉけかぬてせの おけきこぇくうの, しきっかけ 
せきっくぬてぇえすっ ゃしっ うくゅさっょうっくすに ゃ ょゃぇ さぇいぇ. 
¨ぉはいぇすっかぬくけ ょぇえすっ すけさすせ こさけこうすぇすぬ-
しは, すけゅょぇ けく こけかせつうすしは けつっくぬ くっあくにき.
╁きっしすけ ぇぉさうおけしけゃけゅけ おけきこけすぇ きけあくけ うし-
こけかぬいけゃぇすぬ かのぉけえ ょさせゅけえ – ゃうてくひゃにえ, こっさ-
しうおけゃにえ, おかせぉくうつくにえ. ╄しかう おけきこけす けつっくぬ 
しかぇょおうえ, おけかうつっしすゃけ しぇたぇさぇ ゃ おさっきっ くぇょけ 
せきっくぬてうすぬ.

]ょっかぇすぬ すっしすけ.  ╃かは ねすけゅけ はえちぇ さぇしすっさっすぬ し 
しぇたぇさけき う ゃぇくうかぬくにき しぇたぇさけき. ╃けぉぇゃうすぬ しきっ-
すぇくせ, こっさっきってぇすぬ. ╃けぉぇゃうすぬ しゅせとひくくけっ きけかけ-
おけ, こっさっきってぇすぬ. ╃けぉぇゃうすぬ おぇおぇけ, こっさっきってぇすぬ.
╃けぉぇゃうすぬ さぇいさにたかうすっかぬ う きせおせ, いぇきっしうすぬ くっ-
ゅせしすけっ すっしすけ.

《けさきせ (こけょけえょひす そけさきぇ ょうぇきっ-
すさけき 24-26 しき) しきぇいぇすぬ きぇしかけき (しうかう-
おけくけゃせの そけさきせ しきぇいにゃぇすぬ くっ くぇょけ).
╁にかけあうすぬ こけかけゃうくせ すっしすぇ. ‶けしすぇゃうすぬ ゃ さぇいけ-
ゅさっすせの ょけ 1800] ょせたけゃおせ. ╁にこっおぇすぬ ゃ すっつっくうっ 

20-25 きうくせす. ╆ぇすっき ゃにこっつぬ ゃすけさけえ おけさあ.
]ょっかぇすぬ おさっき. ┿ぉさうおけしに きっかおけ くぇさっいぇすぬ 

おせぉうおぇきう. ]かうゃおう ゃいぉうすぬ し しぇたぇさけき (ゃいぉうゃぇすぬ 
ょけ すった こけさ, こけおぇ しかうゃおう くっ くぇつくせす ゅせしすっすぬ). 
╃けぉぇゃうすぬ しにさ う こっさっきってぇすぬ ゃさせつくせの, いぇ-
すっき ょけぉぇゃうすぬ ぇぉさうおけしに.  ╁にこっつっくくにえ おけさあ 
さぇいさっいぇすぬ くぇ ょゃっ つぇしすう (ゃ うすけゅっ こけかせつうすしは 
つっすにさっ おけさあぇ). ′っきくけゅけ こさけこうすぇすぬ ぇぉさうおけ-
しけゃにき おけきこけすけき.  ╁にかけあうすぬ 1/3 おさっきぇ, さぇい-
さけゃくはすぬ. ′ぇおさにすぬ ゃすけさにき おけさあけき, くっきくけゅけ 
こさけこうすぇすぬ おけきこけすけき (しうかぬくけ こさけこうすにゃぇすぬ 
くっ くぇょけ, うくぇつっ すけさす こけすっつひす).  ╁にかけあうすぬ 
こけかけゃうくせ けしすぇゃてっゅけしは おさっきぇ. ′ぇおさにすぬ おけさ-
あけき, こさけこうすぇすぬ, ゃにかけあうすぬ けしすぇゃてうえしは 
おさっき, くぇおさにすぬ おけさあけき, せおさぇしうすぬ こけ ゃおせしせ. 
╀けおぇ すけさすぇ しきぇいぇすぬ おさっきけき, こけしにこぇすぬ きうく-
ょぇかぬくにきう かっこっしすおぇきう. ╁にかけあうすぬ くぇさっいぇく-
くせの おかせぉくうおせ, いぇかうすぬ っひ あっかっ ょかは すけさすぇ. ‶け 
ぉけおぇき こさう こけきけとう てこさうちぇ ゃにかけあうすぬ しにさ. 
╂けすけゃにえ すけさす こけしすぇゃうすぬ ゃ たけかけょうかぬくうお くぇ 
てっしすぬ-ゃけしっきぬ つぇしけゃ. 
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╆┿╀¨[｠, ╁¨[¨〈┿, 
[╄【╄〈╉╇, ]╄╈《-╃╁╄[╇, 
╉¨╆｠[を╉╇, ╊╄]〈′╇『｠

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

[╄╉╊┿╋┿

づ
ぎ
とず
ん
ぜ
ん

[╄
╉╊

┿╋
┿

]すせょうは しすうかは 
TREND

┒┉┊〞┃┉〞 – 500 ëÜß.
┋〞┉┇┞┅ – 500 ëÜß.

(ïçíÑñßÖ▲ñ, ÑÖñçÖ▲ñ, 
çñôñëÖóñ, Ñ¿　 ïéñ½Ü¡)

┉┍┌┐┒┊┛┑〞┕┇┞ ┐┑┇┊┇┐┑〞
 – 500 ëÜß.

┏〞─┍┑〞 ┐ ┍─┏〞┆┍┋ 
Üö 700 ëÜß./ôíï

┏〞┆─┍┏ │〞┏┃┄┏┍─〞, 
┐┍┎┏┍━┍┅┃┄┌┇┄ ┌〞 ┗┍┎┇┌│┄, 

┐┍┐┑〞━┊┄┌┇┄ ┉┍┋┎┊┄┉┑┍━, 
┎┍┃─┍┏ 〞┉┐┄┐┐┒〞┏┍━ 

Üö 700 ëÜß./ôíï
╀にすぬ しすうかぬくにき – 

ねすけ TREND!

8-952-73-22-122

[╄
╉╊

┿╋
┿

{ ぁおしおかのいうゃくにっ 
おけゃぇくにっ ういょっかうは:
* ゃうくけゅさぇょくぇは かけいぇ
* ちゃっすに

{ ╊っしすくうちに, こっさうかぇ 
{ ╆ぇぉけさに, ゃけさけすぇ

8-922-12-48-848

[╄
╉╊

┿╋
┿

〉]〈┿′¨╁╉┿
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

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

╉〉‶╄-‶[¨╄╉〈
- ておぇそに-おせこっ
- きっあおけきくぇすくにっ ょゃっさう
- くぇすはあくにっ こけすけかおう

╉けさけすおうっ しさけおう, けすかうつ-
くけっ おぇつっしすゃけ, くっこさう-
かうつくけ くういおうっ ちっくに.

〈っか. 8-953-603-15-07.
┿ょさっし: せか. ╉さぇしくにた ╂っさけっゃ, 7

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

[╄
╉╊

┿╋
┿
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ÎÎÎ ÌÏÎ «Ñòîëÿð»

[╄
╉╊

┿╋
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┿

Â êàôå «Îòäûõ»
òðåáóþòñÿ:

◊ ┎┍━〞┏
◊ ┋┍┈┘┇┕〞 ┎┍┐┒┃┚

8-912-24-83-669
[╄

╉╊
┿╋
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[╄
╉╊

┿╋
┿

╊╄』╄′╇╄:
• 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

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

〈さっぉせっすしは
〈¨[╂¨╁｠╈ 

‶[╄╃]〈┿╁╇〈╄╊を 

くぇ たけい. すけゃぇさに 
(ゃけいさぇしす けす 23, ぇ/き, 

けこにす さぇぉけすに)
8-922-60-29-777

[╄
╉╊

┿╋
┿‶╇╊¨╋┿〈╄[╇┿╊ 

• 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 
• こけかけゃぇは ょけしおぇ

8-919-37-41-219

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÂÎÐÎÒÀ, ÐÅØÅÒÊÈ, ÇÀÁÎÐÛ, 
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ, ÊÎÇÛÐÜÊÈ

8-912-69-99-918

8-952-72-83-868

8-912-04-58-928

[╄
╉╊

┿╋
┿

]┿》┿[, 50 ¡Ç, 25 ¡Ç - 2000 ë., 1000 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 [╄╉╊┿╋┿

┴╉]〉〈』 ‶〉]《ぉゅ』╉》〉╆
8-912-27-86-681

づぎとずんぜん

[┿╆[┿╀¨〈╉┿ 

Web-しぇえすけゃ
8-912-27-86-681

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん
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]╄╈《-╃╁╄[╇ きっす.,
[╄【╄〈╉╇, ╁¨[¨〈┿, 

╊╄]〈′╇『｠, ‶╄[╇╊┿

8-912-04-56-404

8-952-72-83-868

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÎÎÎ “Õàðîí”
ゑñïá ¡Ü½ä¿ñ¡ï ëóöÜí¿áÖ▲ê Üï¿ÜÇ:

• とÜÖïÜ¿áöíîóó  äÜ  ÜëÇíÖó£íîóó  äÜêÜëÜÖ
• ゑñïá  ¡Ü½ä¿ñ¡ï  Üï¿ÜÇ,  ÖñÜßêÜÑó½▲ê  Ñ¿　  äÜÇëñßñÖó　
• ぢñëñçÜ£¡í  äÜ¡ÜúÖ▲ê  -  ゐぎでぢずんどぞだ.  とづばゎずだでばどだぶぞだ
• ご£ÇÜöÜç¿ñÖóñ äí½　öÖó¡Üç

         Адрес: ул. Брусницына, 8
Тел. 4-28-86, 8-922-15-12-760[╄╉╊┿╋┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

15 きぇさすぇ 2011 ゅけょぇ くぇ いぇしっ-
ょぇくうう ¨ぉかぇしすくけえ ╃せきに ╆ぇおけ-
くけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう ゃ すさった つすっくうはた 
ぉにか こさうくはす ╆ぇおけく ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう «¨ ゃくっしっくうう ういきっくっ-
くうえ ゃ ╆ぇおけく ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう «¨ぉ けぉかぇしすくけき ぉのょあっすっ 
くぇ 2011 ゅけょ». 』かっくに そさぇおちうう 
«╄ょうくぇは [けししうは» (╄.╁. 』っつせくけ-
ゃぇ, ╁.′. ╋ぇておけゃ, ╁.┿. 〈っさっておけゃ, 
╊.╇. ╉けゃこぇお う す.ょ.) こけょょっさあぇかう 
ゃくけしうきにっ ういきっくっくうは. [ぇくっっ ょっ-
こせすぇすに おけきうすっすぇ こけ ぉのょあっすせ, 
そうくぇくしぇき う くぇかけゅぇき ¨ぉかぇしすくけえ 
╃せきに ゃ しけしすぇゃっ ╁.┿. 〈っさっておけ-
ゃぇ, ┿.‶. ]せたけゃぇ, ╊.╇. ╉けゃこぇおぇ う 
ょさせゅうた ょっこせすぇすけゃ さぇししきぇすさうゃぇ-
かう いぇおけくけこさけっおす くぇ いぇしっょぇくうう 
おけきうすっすぇ. 

╆ぇおけくけこさけっおす «¨ ゃくっしっくうう うい-
きっくっくうえ ゃ ╆ぇおけく ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう «¨ぉ けぉかぇしすくけき ぉのょあっ-
すっ くぇ 2011 ゅけょ» ゃにいゃぇか けあうゃ-
かっくくせの ょうしおせししうの, ゃ つぇしすくけしすう, 
こけ ゃけこさけしぇき こさけょけかあっくうは しすさけ-
うすっかぬしすゃぇ おけきこかっおしぇ すさぇきこかう-
くけゃ ╂¨〉 ]╃ぃ【¨[ «┿うしす» ゃ ゅ. 
′うあくっき 〈ぇゅうかっ う ゃにょっかっくうは ょけ-
こけかくうすっかぬくにた しさっょしすゃ くぇ しけいょぇ-
くうっ けしけぉけえ ねおけくけきうつっしおけえ いけくに 
くぇ すっささうすけさうう ╁っさたくっしぇかょうく-
しおけゅけ ゅけさけょしおけゅけ けおさせゅぇ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう (す.く. «〈うすぇくけ-
ゃけえ ょけかうくに»).  ‶さぇゃうすっかぬしすゃけき 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう ぉにかう 
こさっょしすぇゃかっくに ゃ おけきうすっす こけ 
ぉのょあっすせ, そうくぇくしぇき う くぇかけゅぇき 
さぇいゃっさくせすにっ けぉけしくけゃぇくうは ょけ-
こけかくうすっかぬくにた さぇしたけょけゃ.

╇すぇお, ゃ しけけすゃっすしすゃうう し ╆ぇおけ-
くけき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう «¨ 
ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ ゃ ╆ぇおけく 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう «¨ぉ けぉ-
かぇしすくけき ぉのょあっすっ くぇ 2011 ゅけょ» 
ょけたけょに けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ 
せゃっかうつうかうしぬ くぇ 3 695 468 600 
させぉかっえ, すぇおうき けぉさぇいけき, しせききぇ 
ょけたけょけゃ し せつっすけき ういきっくっくうえ 
しけしすぇゃうかぇ 117 427 532 600 させ-
ぉかっえ. [ぇしたけょに けぉかぇしすくけゅけ ぉのょ-
あっすぇ せゃっかうつうかうしぬ くぇ 7 279 566 
600 させぉかっえ, しせききぇ さぇしたけょけゃ し 
せつっすけき ういきっくっくうえ しけしすぇゃうかぇ 
130 654 738 700 させぉかっえ. 

╇いきっくっくうの ╆ぇおけくぇ ]ゃっさょかけゃ-
しおけえ けぉかぇしすう «¨ぉ けぉかぇしすくけき 
ぉのょあっすっ くぇ 2011 ゅけょ» こさっょ-
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てっしすゃけゃぇかけ ういきっくっくうっ さはょぇ 
けぉかぇしすくにた ちっかっゃにた こさけゅさぇきき, 
ぇ すぇおあっ こさうくはすうっ くけゃにた ょけおせ-
きっくすけゃ, ゃ つぇしすくけしすう, 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 «╉けきこかっおし-
くけっ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃけ ょゃけさけゃにた 
すっささうすけさうえ ゃ きせくうちうこぇかぬくにた 
けぉさぇいけゃぇくうはた ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ 
けぉかぇしすう - «〈にしはつぇ ょゃけさけゃ» くぇ 
2011-2015 ゅけょに», せすゃっさあょっく-
くけえ こけしすぇくけゃかっくうっき ‶さぇゃうすっかぬ-
しすゃぇ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう けす 
10.03.2011ゅ. わ235-‶‶. 

『っかぬの こさけゅさぇききに はゃかはっすしは 
こけゃにてっくうっ せさけゃくは おけきそけさす-
くけしすう こさけあうゃぇくうは あうすっかっえ 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう. ╆ぇょぇつぇ 
こさけゅさぇききに, くぇこさぇゃかっくくけえ くぇ 
ゃにこけかくっくうっ きっさけこさうはすうえ こけ 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃせ ょゃけさけゃにた すっさ-
さうすけさうえ きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇ-
いけゃぇくうえ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
– しけょっえしすゃうっ きせくうちうこぇかぬくにき 
けぉさぇいけゃぇくうはき ゃ さっぇかういぇちうう 
ぇくぇかけゅうつくにた きせくうちうこぇかぬくにた 
こさけゅさぇきき こけ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃせ 
ょゃけさけゃにた すっささうすけさうえ いぇ しつっす 
しさっょしすゃ けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ.

╋っさけこさうはすうは こさけゅさぇききに こさっょ-
せしきぇすさうゃぇのす しすさけうすっかぬしすゃけ, さっ-
おけくしすさせおちうの う おぇこうすぇかぬくにえ さっ-
きけくす けぉなっおすけゃ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃぇ 
ょゃけさけゃにた すっささうすけさうえ ゃ きせくうちう-
こぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうはた ゃ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう, ぇ すぇおあっ さっきけくす 
う おぇこうすぇかぬくにえ さっきけくす ょゃけさけゃにた 
すっささうすけさうえ きくけゅけおゃぇさすうさくにた 
ょけきけゃ, こさけっいょけゃ お ょゃけさけゃにき 
すっささうすけさうはき きくけゅけおゃぇさすうさくにた 
ょけきけゃ ゃ ゅけさけょっ ╄おぇすっさうくぉせさゅっ.

]さっょしすゃぇ けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ, 
こさっょせしきけすさっくくにっ くぇ ゃにこけかくっ-
くうっ きっさけこさうはすうえ こけ おけきこかっおし-
くけきせ ぉかぇゅけせしすさけえしすゃせ ょゃけさけゃにた 
すっささうすけさうえ ゃ そけさきっ しせぉしうょうえ 
きっしすくにき ぉのょあっすぇき, こけょかっあぇす 
くぇこさぇゃかっくうの くぇ しけそうくぇくしうさけ-
ゃぇくうっ けぉなっおすけゃ しすさけうすっかぬしすゃぇ, 
さっおけくしすさせおちうう う おぇこうすぇかぬくけゅけ 
さっきけくすぇ, くぇたけょはとうたしは ゃ しけぉ-
しすゃっくくけしすう きせくうちうこぇかぬくにた けぉ-
さぇいけゃぇくうえ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう.

[ぇしつっす さぇいきっさぇ しせぉしうょうえ うい 
けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ きっしすくにき 
ぉのょあっすぇき くぇ さっぇかういぇちうの きっさけ-
こさうはすうえ こけ おけきこかっおしくけきせ ぉかぇゅけ-
せしすさけえしすゃせ ょゃけさけゃにた すっささうすけ-

さうえ けしせとっしすゃかっく ゃ しけけすゃっすしすゃうう 
し ╋っすけょうおけえ さぇしつっすぇ しせぉしうょうえ 
うい けぉかぇしすくけゅけ ぉのょあっすぇ きっしすくにき 
ぉのょあっすぇき きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇ-
いけゃぇくうえ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう 
くぇ さっぇかういぇちうの きっさけこさうはすうえ こけ 
ぉかぇゅけせしすさけえしすゃせ ょゃけさけゃにた すっさ-
さうすけさうえ ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉ-
さぇいけゃぇくうはた ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう.

‶さけゅさぇききけえ こさっょせしきけすさっくけ 
さぇしこさっょっかっくうっ しせぉしうょうえ くぇ こさけ-
ゃっょっくうっ きっさけこさうはすうえ こけ ぉかぇゅけせ-
しすさけえしすゃせ ょゃけさけゃにた すっささうすけさうえ 
ゃ きせくうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇくうはた 
ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.

 ╁ つぇしすくけしすう, ┿しぉっしすけゃしおけきせ ゅけ-
さけょしおけきせ けおさせゅせ ぉせょっす ゃにょっかっくけ 
1 358 000  させぉかっえ, ╀っさっいけゃしおけきせ 
ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ – 18 000 000 
させぉかっえ, ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ ╆ぇ-
さっつくにえ – 55 160 000 させぉかっえ.

╇いきっくっくうは おけしくせかうしぬ ゃにょっかっ-
くうは きせくうちうこぇかぬくにき けぉさぇいけゃぇ-
くうはき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう う 
さぇしこさっょっかっくうは きっあょせ くうきう しせぉ-
しうょうえ ゃ さぇきおぇた そっょっさぇかぬくにた う 
けぉかぇしすくにた ちっかっゃにた こさけゅさぇきき.

‶さっょせしきけすさっくけ ょけこけかくうすっかぬ-
くけっ ゃにょっかっくうっ しせぉしうょうえ ゃ 2011 
ゅけょせ くぇ こさけゃっょっくうっ きっさけこさうは-
すうえ こけ せかせつてっくうの あうかうとくにた 
せしかけゃうえ ゅさぇあょぇく, こさけあうゃぇのとうた 
ゃ しっかぬしおけえ きっしすくけしすう, ゃ さぇきおぇた 
そっょっさぇかぬくけえ ちっかっゃけえ こさけゅさぇき-
きに «]けちうぇかぬくけっ さぇいゃうすうっ しっかぇ 
ょけ 2012 ゅけょぇ» しかっょせのとうき きせくう-
ちうこぇかぬくにき けぉさぇいけゃぇくうはき: ╀っかけ-
はさしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ – 648 
000 させぉかっえ, ╀っさっいけゃしおけきせ ゅけさけょ-
しおけきせ けおさせゅせ – 468 000 させぉかっえ, 
ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ ╀けゅょぇくけゃうつ 
– 864 000 させぉかっえ, ゅけさけょしおけきせ 
けおさせゅせ ╆ぇさっつくにえ – 365 800 させ-
ぉかっえ う ょさ. 

╀にかう ゃくっしっくに ういきっくっくうは ゃ 
けぉかぇしすくせの ちっかっゃせの こさけゅさぇききせ 
«[ぇいゃうすうっ けぉさぇいけゃぇくうは ゃ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう («′ぇてぇ くけゃぇは 
ておけかぇ»)» くぇ 2011-2015 ゅけょに. ╁ 
しけけすゃっすしすゃうう し ういきっくっくうはきう, ゃ 
つぇしすくけしすう, くぇ 2011 ゅけょ いぇこかぇ-
くうさけゃぇくけ こさけゃっょっくうっ さっきけく-
すぇ いょぇくうは せつっぉくけゅけ おけさこせしぇ う 
けぉとっあうすうは ╉ぇょっすしおけゅけ おぇいぇつぬっ-
ゅけ おけさこせしぇ – しすさせおすせさくけゅけ こけょ-
さぇいょっかっくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ せつさっあょっくうは 

しさっょくっゅけ こさけそっししうけくぇかぬくけゅけ 
けぉさぇいけゃぇくうは ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう «╀けゅょぇくけゃうつっしおうえ こけかう-
すったくうおせき» くぇ しせききせ 30 000 000 
させぉかっえ.

╁ さぇきおぇた ゃくっしっくくにた ういきっくっくうえ 
ゃ けぉかぇしすくせの ちっかっゃせの こさけゅさぇききせ 
«[ぇいゃうすうっ おせかぬすせさに ゃ ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう» くぇ 2011-2015 
ゅけょに こさっょせしきけすさっく おぇこうすぇかぬくにえ 
さっきけくす いょぇくうは ゅけしせょぇさしすゃっくくけゅけ 
ぉのょあっすくけゅけ けぉさぇいけゃぇすっかぬくけゅけ 
せつさっあょっくうは しさっょくっゅけ こさけそっししう-
けくぇかぬくけゅけ けぉさぇいけゃぇくうは ]ゃっさょ-
かけゃしおけえ けぉかぇしすう «┿しぉっしすけゃしおうえ 
おけかかっょあ うしおせししすゃ» くぇ しせききせ 30 
000 000 させぉかっえ.

‶け けぉかぇしすくけえ ちっかっゃけえ こさけ-
ゅさぇききっ «[ぇいゃうすうっ あうかうとくけゅけ 
おけきこかっおしぇ ゃ ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう» くぇ 2011-2015 ゅけょに» こさっょせし-
きけすさっくけ ゃにょっかっくうっ しさっょしすゃ くぇ 
きけくすぇあ せしすぇくけゃけお けつうしすおう ゃけょに 
し こさうきっくっくうっき ょうけおしうょぇ たかけさぇ 
ゃ ┿しぉっしすけゃしおけき ゅけさけょしおけき けおさせ-
ゅっ ゃ 2011-2012 ゅけょぇた (しせぉしうょうう 
きっしすくけきせ ぉのょあっすせ しけしすぇゃはす 25 
037 000 させぉかっえ); くぇ さっおけくしすさせお-
ちうの おけすっかぬくにた わ1, 2, 3 ゃ ゅ. 
╀けゅょぇくけゃうつっ ゃ 2011-2015 ゅけょぇた 
(しせぉしうょうう きっしすくけきせ ぉのょあっすせ 
しけしすぇゃはす 28 800 000 させぉかっえ); くぇ 
しすさけうすっかぬしすゃけ ゅぇいけゃけえ ぉかけつくけえ 
おけすっかぬくけえ ゃ きうおさけさぇえけくっ ¨┿¨ 
«╉けしせかうくしおうえ ぇぉさぇいうゃくにえ いぇ-
ゃけょ» ゃ さぇぉけつっき こけしっかおっ ╁っさたくっっ 
╃せぉさけゃけ ゃ 2011 ゅけょせ (しせぉしうょうう 
きっしすくけきせ ぉのょあっすせ しけしすぇゃはす 27 
000 000 させぉかっえ).

╁ さぇきおぇた けぉかぇしすくけえ こさけゅさぇき-
きに こけ こっさっしっかっくうの うい ゃっすたけゅけ 
う ぇゃぇさうえくけゅけ あうかぬは ぉせょせす ゃにょっ-
かっくに しさっょしすゃぇ くぇ しすさけうすっかぬしすゃけ 
あうかけゅけ ょけきぇ ゃ しっかっ 〈さけうちおけっ 
╀けゅょぇくけゃうつっしおけゅけ さぇえけくぇ ゃ 2013 
ゅけょせ  ゃ しせききっ 19 314 000 させぉかっえ, 
しすさけうすっかぬしすゃけ あうかにた ょけきけゃ わ1, 
2, 3, 4 ゃ しっかっ ╂ぇさぇておうくしおけっ ╀けゅ-
ょぇくけゃうつっしおけゅけ さぇえけくぇ ゃ 2015 
ゅけょせ  ゃ しせききっ 14 094 000 させぉかっえ.  

╀にかう こっさっさぇしこさっょっかっくに しせぉ-
しうょうう くぇ けさゅぇくういぇちうの けすょにたぇ 
ょっすっえ ゃ おぇくうおせかはさくけっ ゃさっきは, ょけ-
こけかくうすっかぬくけ ゃにょっかっくに しさっょしすゃぇ 
┿しぉっしすけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせ-
ゅせ ゃ しせききっ 1 996 000 させぉかっえ.

╆ぇおけくけき ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉ-
かぇしすう «¨ ゃくっしっくうう ういきっくっくうえ 
ゃ ╆ぇおけく ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう «¨ぉ けぉかぇしすくけき ぉのょあっすっ 
くぇ 2011 ゅけょ» こさっょせしきけすさっくに 
ょけこけかくうすっかぬくにっ しせぉしうょうう くぇ 
こさけゃっょっくうっ きっさけこさうはすうえ こけ 
けぉっしこっつっくうの あうかぬっき きけかけょにた 
しっきっえ う きけかけょにた しこっちうぇかうしすけゃ, 
こさけあうゃぇのとうた う さぇぉけすぇのとうた ゃ 
しっかぬしおけえ きっしすくけしすう, しかっょせのとうき 
きせくうちうこぇかぬくにき けぉさぇいけゃぇくうはき: 
╀っかけはさしおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせ-
ゅせ – 405 300 させぉかっえ, ╀っさっいけゃ-
しおけきせ ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ – 238 
800 させぉかっえ, ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ 
╀けゅょぇくけゃうつ – 704 900 させぉかっえ, 
ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ ╆ぇさっつくにえ – 
341 000 させぉかっえ.

╀にかう こっさっさぇしこさっょっかっくに しせぉ-
ゃっくちうう くぇ ゃにこかぇすせ っあっきっしはつくけ-
ゅけ ょっくっあくけゅけ ゃけいくぇゅさぇあょっくうは 
いぇ おかぇししくけっ させおけゃけょしすゃけ ゃ きせ-
くうちうこぇかぬくにた けぉさぇいけゃぇすっかぬくにた 
せつさっあょっくうはた, こっさっつっくぬ すうこけゃ 
おけすけさにた けこさっょっかっく ‶さぇゃうすっかぬ-
しすゃけき [けししうえしおけえ 《っょっさぇちうう. 
╃けこけかくうすっかぬくけ ゃにょっかっくに しせぉ-
ゃっくちうう ┿しぉっしすけゃしおけきせ ゅけさけょ-
しおけきせ けおさせゅせ ゃ しせききっ 38 900 
させぉかっえ, ╀っかけはさしおけきせ ゅけさけょしおけ-
きせ けおさせゅせ ゃ しせききっ 183 300 させ-
ぉかっえ, ╀っさっいけゃしおけきせ ゅけさけょしおけきせ 
けおさせゅせ ゃ しせききっ 246 900 させぉかっえ, 
ゅけさけょしおけきせ けおさせゅせ ╀けゅょぇくけゃうつ 
ゃ しせききっ 338 900 させぉかっえ, ゅけさけょ-
しおけきせ けおさせゅせ ╁っさたくっっ ╃せぉさけゃけ 
ゃ しせききっ 2 400  させぉかっえ, きせくうちう-
こぇかぬくけきせ けぉさぇいけゃぇくうの «こけしっ-
かけお 〉さぇかぬしおうえ» ゃ しせききっ 17 000 
させぉかっえ.

〈ぇおうき けぉさぇいけき, ょっこせすぇすぇきう 
╆ぇおけくけょぇすっかぬくけゅけ ]けぉさぇくうは しけ-
ゃきっしすくけ し ‶さぇゃうすっかぬしすゃけき けぉかぇ-
しすう ぉにかぇ こさけゃっょっくぇ すさせょけっきおぇは 
さぇぉけすぇ こけ ゃくっしっくうの ういきっくっくうえ 
ゃ ╆ぇおけく ]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇ-
しすう «¨ぉ けぉかぇしすくけき ぉのょあっすっ くぇ 
2011 ゅけょ». 〉ゃっかうつうかぇしぬ さぇし-
たけょくぇは つぇしすぬ ぉのょあっすぇ けぉかぇしすう, 
ぉにかう こさっょせしきけすさっくに ょけこけかくう-
すっかぬくにっ さぇしたけょに ゃ ゃうょっ しせぉしう-
ょうえ きっしすくにき ぉのょあっすぇき, つすけ ゃ 
おけくっつくけき うすけゅっ こけかけあうすっかぬくけ 
しおぇあっすしは くぇ あういくう くぇしっかっくうは 
]ゃっさょかけゃしおけえ けぉかぇしすう.
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╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
05.30 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»
09.00, 00.30 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
10.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
11.00 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.30 «‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.00 «╉′╇╂┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
12.30 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
13.30 «′┿【 ╃¨╋ - 〈┿〈┿[]〈┿′». ‶[╄╋を╄[┿ 〈╄╊╄《╇╊を╋┿ «╉[ぅ-

【╄′｠ ╇ ╇》 ¨╀[ぅ╃｠» 
14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿
14.15 «‶〉〈を»
14.30 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿»
15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»
15.15, 18.00, 21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
15.30 «【╉¨╊┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.00 «〈┿〈-MUSIC»
16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿»
16.45, 20.00 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
19.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
20.30 «〈┿〈┿[╊┿[» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
00.00 «╃╅┿╆¨╁｠╈ ‶╄[╄╉[╄]〈¨╉»
01.20 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈
01.50 “‶╄[╄╉[╄]〈¨╉ ╋′╄′╇╈” (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
02.20 «╉╇〈┿‶» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

02.45 «‶¨ぁ〈╇』╄]╉┿ぅ ]〈[┿′╇』╉┿»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
12.20 «╋¨╃′｠╈ ‶[╇╂¨╁¨[»
13.20 «╃╄〈╄╉〈╇╁｠»
14.00 ╃[〉╂╇╄ ′¨╁¨]〈╇
14.20 «‶¨′ぅ〈を. ‶[¨]〈╇〈を»
15.00, 18.00 ′¨╁¨]〈╇
15.20 «》¨』〉 ╆′┿〈を»
15.50 〈/] «¨╀[〉』┿╊を′¨╄ ╉¨╊を-

『¨»
16.50 «《╄╃╄[┿╊を′｠╈ ]〉╃をぅ»
18.20 〈/] «]╊╄╃»
19.00 «╃┿╁┿╈ ‶¨╅╄′╇╋]ぅ!»
20.00 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 〈/] «╁¨╆╋╄╆╃╇╄»
22.30 «』╄╊¨╁╄╉ ╇ ╆┿╉¨′»
23.30 ′¨』′｠╄ ′¨╁¨]〈╇
23.50 «]〉╃╇〈╄ ]┿╋╇»
00.50 》/《 «′╇╉¨╂╃┿ ′╄ [┿╆-

╂¨╁┿[╇╁┿╈ ] ′╄╆′┿╉¨╋-
『┿╋╇»

02.20 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ╁¨ ╁[╄╋ぅ 
》¨╊╄[｠»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╃/《 «╁ ¨╂′╄╃｠【┿】╄╈ 

╊┿╁╄ ╊ぃ╀╁╇. ]╁╄〈╊┿′┿ 
]╁╄〈╊╇』′┿ぅ»

10.00 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╊｠【╇!
21.00 〈/] «╁]╄╂╃┿ ╂¨╁¨[╇ 

«╁]╄╂╃┿»
22.50 ‶¨╄╃╇′¨╉
23.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
01.20 》/《 «╋╄』〈┿〈╄╊を»
03.30 〈/] «╆┿╉¨′ ╇ ‶¨[ぅ╃¨╉»
04.25 ╂¨[¨╃¨╉

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

【╄]〈╁╇╄» 
10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.25 «‶[¨╉〉[¨[]╉┿ぅ ‶[¨-

╁╄[╉┿» 
14.40 «╃┿╁┿╈〈╄ ╋╇[╇〈を]ぅ!» 
15.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 〈/] «╋╄′〈 ╁ ╆┿╉¨′╄»  
23.15 «]╄╂¨╃′ぅ» 
23.35 〈/] «〈╄[╋╇′┿╊» 
01.30 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
02.30 〈/] «‶[┿╁╇╊¨ ╊┿╀╇-

[╇′〈┿»

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

╄╁┿ ╁┿╊╄′〈╇′┿»
11.50 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
13.30 ╁╄╉ [〉]]╉¨╂¨ ╋〉╆╄ぅ
14.00 》/《 «‶ぅ〈を╃╄]ぅ〈 ′┿ ‶ぅ〈を-

╃╄]ぅ〈»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
16.15 «╃╄╁¨』╉┿ ╇╆ ¨╉╄┿′┿»
16.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
17.35 ]╇╋《¨′╇』╄]╉╇╄ 〈┿′『｠
18.25 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
20.05 』╄[′｠╄ ╃｠[｠, ╀╄╊｠╄ 

‶ぅ〈′┿
20.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
21.25 ACADEMIA
22.15 ╉〉╊を〈〉[′┿ぅ [╄╁¨╊ぃ『╇ぅ
23.00 ╋¨′¨╊¨╂ ╁ 4-》 』┿]〈ぅ》
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «9 ╃′╄╈ ¨╃′¨╂¨ 

╂¨╃┿»
01.35 ╊.╂[┱′╃┿╊を. ╉¨′『╄[〈 ╃╊ぅ 

〈[¨╋╀¨
01.55 ACADEMIA
02.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.25 «》¨╉╉╄╈ [¨]]╇╇»
7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄-

[╇′╀〉[╂»
7.30 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
8.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
8.30 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
9.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊» 
9.20 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
9.40 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋
10.30 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
11.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 12.50 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
12.20 «╁ ╋╇[╄ ╅╇╁¨〈′｠》»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.00, 18.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.10 》/《 «]〈┿╊を′｠╄ 〈╄╊┿» 
16.15 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.00 «╋╄[〈╁┿ぅ ╆¨′┿»
18.25 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
19.00 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
19.30 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【!
20.40 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
21.00 》¨╉╉╄╈. «╊¨╉¨╋¨〈╇╁» - 

«┿〈╊┿′〈»
23.15 ╀¨╉]
00.00, 03.25 ╁╄]〈╇.RU
00.15, 02.05 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.35 «[╄╈〈╇′╂»
01.05 TOP G┱RL
02.15 «′┿〉╉┿ 2.0»

6.00 «′┿]〈[¨╄′╇╄»
8.25 ╋/《 «′〉, ‶¨╂¨╃╇!»
8.35 》/《 «]╁¨╈ ‶┿[╄′を»
11.30, 14.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 》/《 «╂[〉╆ ╀╄╆ ╋┿[╉╇-

[¨╁╉╇»
13.40 «PRO ╅╇╆′を»
14.50 «╃╄╊¨╁┿ぅ ╋¨]╉╁┿»
15.10 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
15.30 〈/] «『╄‶を»
16.15 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.30 «╁[┿』╇». 〈¨╉-【¨〉
17.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.50 «‶╄〈[¨╁╉┿, 38»
18.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
19.10 〈/] «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
19.55 «‶[¨╂′¨╆｠»
20.30, 23.05 ]¨╀｠〈╇ぅ
21.00 》/《 «╅╄′]╉┿ぅ ╊¨╂╇╉┿ - 5»
23.40 «╋¨]]┿╃: ╊╇『╄′╆╇ぅ ′┿ 

〉╀╇╈]〈╁¨». 《╇╊を╋ ╊╄¨-
′╇╃┿ ╋╊╄』╇′┿

00.30 》/《 «[┿]‶╊┿〈┿»
02.10 》/《 «╃′╇ ′┿╃╄╅╃｠»
04.00 》/《 «╇′╃╇»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.00 》/《 «【‶╇¨′ ‶¨ ]¨]╄╃-

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

』╄[╃┿╉╄»
22.35 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╉╊┿]]»
02.50 》/《 «╋┿〈╄[╇′]〈╁¨»
04.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
6.50 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ – 3»
14.10 》/《 «╉╇╃┿╊｠ ╁ ╇╂[╄»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇ 
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «′╄〉╃┿』′╇╉╇»
23.00, 03.40 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 04.10 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «〈╁╇′ ‶╇╉]: ¨╂¨′を, 

╇╃╇ ]¨ ╋′¨╈»
03.35 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
04.25 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

[╇╇»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]-

〈[╄′′｠╈ ╁｠╆¨╁»
12.30, 16.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 》/《 «╂¨[╄『: ‶¨]╊╄╃′╄╄ 

╇╆╋╄[╄′╇╄»
17.00 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.30, 23.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 ]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇〈¨[╇╇
00.00 〈/] «]‶┿[〈┿╉: ╉[¨╁を ╇ 

‶╄]¨╉»
02.00 «』╄]〈′¨»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 «《┿′〈┿]〈╇╉┿ ‶¨╃ ╂[╇-

《¨╋ «]╄╉[╄〈′¨»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 ╀¨╄╁╇╉ «′┿ ╇╂[╄»
11.45 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 ╀¨╄╁╇╉ «′┿ ╇╂[╄ – 2. ′¨╁｠╈ 

〉[¨╁╄′を»
22.40 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
23.10 «6 ╉┿╃[¨╁»
23.30 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を╋╄-

′╄╈». ╊〉』【╄╄
00.00 «′¨╁¨]〈╇ – 41»
00.30 «╇′《¨╋┿′╇ぅ»
01.00 〈/] «〈╄¨[╇ぅ ╀¨╊を【¨╂¨ 

╁╆[｠╁┿»
01.30 ╀¨╄╁╇╉ «╂╊┿╃╇┿〈¨[»
03.25 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╋¨╆╂╇ ′┿╀╄-

╉[╄′を»
05.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 НОВОСТИ ТАУ
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«СОБЫТИЯ. КАЖДЫЙ ЧАС»

9.10 «РЕЗОНАНС»
10.20 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.10 «МИНЕМ ИЛЕМ»
11.45 «СОБЫТИЯ. ИНТЕРНЕТ»
12.30 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ»
13.10 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ»
13.25 «НАСЛЕДНИКИ УРАРТУ»
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.05 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЗЕМЛИ»
15.20 «DE FACTO»
15.35 «ДОБРОВЕСТЪ»
16.05 Т/С «РОДИНА ЖДЕТ»
17.10 «ИМЕЮ ПРАВО»
17.30 «УГОЛ ЗРЕНИЯ»
18.10, 00.30, 03.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
19.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «СОБЫТИЯ. 

ИТОГИ»
20.30, 03.40 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ЖКХ»
21.00, 02.20 НОВОСТИ ТАУ
22.00 Т/С «РОДИНА ЖДЕТ»
23.35 «СОБЫТИЯ УРФО»
00.05 «АВТОБАН»
00.55 «ВСЕ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊

Ïÿòíèöà, 1 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 13.30, 02.45 «┿╉〈〉┿╊を′｠╈ ╇]╊┿╋»

05.20, 11.00 «′┿]〈┿╁′╇╉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

05.50 «‶ぅ〈′╇』′┿ぅ ‶[¨‶¨╁╄╃を» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

06.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

08.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨!»

09.00, 01.00 «╆┿〈╋╄′╇╄». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊

10.00, 17.00 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╄╉[┿]′┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ (′┿ 〈┿-

〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

11.30, 01.50 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

12.00 «【┿╂╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

12.30 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╁]〈[╄』┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊

13.45 «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇» 

14.00, 18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿

14.15 «╃┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╄〈 〈╄┿〈[!»

14.30 《╇╊を╋ - ╃╄〈ぅ╋. «‶╇[┿〈]╉╇╄ ¨]〈[¨╁┿» 

15.00, 18.15, 21.15 «》¨』〉 ╋〉╊を〈《╇╊を╋!»

15.15, 18.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

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

15.50 «╋｠ – ╁′〉╉╇ 〈〉╉┿ぅ»

16.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′┿ぅ ‶╄[╄╋╄′╉┿»

16.15 «【╉¨╊┿ «』╄[′┿ぅ ╃｠[┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊ ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈

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

19.00 «╁╄』╄[¨╋ ╁ ‶ぅ〈′╇『〉». ╉¨′『╄[〈

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

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

21.00 «╂¨]〈╇′』╇╉ ╃╊ぅ ╋┿╊｠【╄╈» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)

22.00 «ぁ╉╁┿〈¨[». 》〉╃¨╅╄]〈╁╄′′｠╈ 《╇╊を╋

23.50 «〈′╁: 〈╄[[╇〈¨[╇ぅ ′¨』′¨╂¨ ╁╄】┿′╇ぅ»

02.20 «′┿]〈┿╁′╇╉»

5.00 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
9.00, 12.00 ′¨╁¨]〈╇
9.05 ╉¨′〈[¨╊を′┿ぅ ╆┿╉〉‶╉┿
9.40 «╅╇〈を ╆╃¨[¨╁¨!»
10.50 «╅╉》»
11.45 «╅╄′]╉╇╈ ╅〉[′┿╊»
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 «‶¨╊╄ 』〉╃╄]»
19.40 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.30 》/《 «╉┿′╇╉〉╊｠ ]〈[¨╂¨-

╂¨ [╄╅╇╋┿»
23.40 》/《 «]╉┿╆╉┿ ‶[¨ 〈╄╋-

′¨〈〉»
02.20 》/《 «...╇ ‶[┿╁¨]〉╃╇╄ ╃╊ぅ 

╁]╄》»
04.30 〈/] «╁]‶¨╋′╇, 』〈¨ ╀〉╃╄〈»

5.00 〉〈[¨ [¨]]╇╇
9.05 ╋〉]〉╊を╋┿′╄
9.15 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[
10.10 ¨ ]┿╋¨╋ ╂╊┿╁′¨╋
11.00 ╁╄]〈╇
11.50 ] ′¨╁｠╋ ╃¨╋¨╋!
12.50 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ»
13.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
14.00 ╁╄]〈╇
14.50 〈/] «╉〉╊┿╂╇′ ╇ ‶┿[-

〈′╄[｠»
16.00 ╁╄]〈╇
16.50 〈/] «╄《[¨]╇′をぅ. ‶[¨-

╃¨╊╅╄′╇╄»
17.55 〈/] «╁]╄ ╉ ╊〉』【╄╋〉»
18.55 〈/] «╇′]〈╇〈〉〈 ╀╊┿╂¨-

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

╊｠【╇!
21.00 《┿╉〈¨[ ┿
22.00 ぃ[╋┿╊┿
23.55 》/《 «╀╄╆〉╋′¨ ╁╊ぃ╀╊╄′-

′｠╈»
02.00 》/《 «╋╇╊╊╇¨′ ╊╄〈 ╃¨ 

′┿【╄╈ ぁ[｠»
04.05 ╋¨╈ ]╄[╄╀[ぅ′｠╈ 【┿[

4.55 «′〈╁ 〉〈[¨╋» 
8.30 «╇]〈¨[╇ぅ ╁]╄[¨]]╇╈]╉¨-

╂¨ ̈ ╀╋┿′┿. ╁｠》¨╃ ╄]〈を!» 
9.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄» 
10.00, 13.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
10.20 «]‶┿]┿〈╄╊╇» 
10.55 «╃¨ ]〉╃┿» 
12.00 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》» 
13.30 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》: ╂╊┿╁-

′¨╄ ╃╄╊¨» 
15.30, 18.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ 

‶[¨╇]【╄]〈╁╇╄» 
16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
16.30 〈/] «〉╊╇『｠ [┿╆╀╇〈｠》 

《¨′┿[╄╈» 
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.30 «]╊╄╃]〈╁╇╄ ╁╄╊╇...» 
20.30 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄»  
20.55 «‶〉╂┿』╇》┿. 《╇╊を╋-]〉╃を╀┿» 
22.55 «┿╊╊┿ ╇ ╋┿╉]╇╋. ╁]╄ 

‶[¨╃¨╊╅┿╄〈]ぅ!» 
00.05 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╈ [╇′╂» 
01.25 》/《 «╇′〈╄[╁をぃ ] ╁┿╋‶╇-

[¨╋. 》[¨′╇╉╇ ╁┿╋‶╇[┿» 
03.55 «]〉╃ ‶[╇]ぅ╅′｠》»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
10.15 ╂╊┿╁′┿ぅ [¨╊を
10.40 》/《 «9 ╃′╄╈ ¨╃′¨╂¨ 

╂¨╃┿»
12.30 ╃/] «╁┿[╁┿[｠»
13.20 ‶╇]を╋┿ ╇╆ ‶[¨╁╇′『╇╇
13.50 》/《 «╃¨[¨╂┿»
15.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
15.40 ╁ ╋〉╆╄╈ - ╀╄╆ ‶¨╁¨╃╉┿
15.50 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
16.10 ╆┿ ]╄╋をぃ ‶╄』┿〈ぅ╋╇
16.40 «¨╀╄╆をぅ′｠-╁¨[╇【╉╇»
17.05 ╉〈¨ ╋｠?
17.35 『┿[]╉┿ぅ ╊¨╅┿
18.15 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠
19.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
19.45 〈/] «╁╄╉ ╋¨‶┿]]┿′┿. 
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21.50 ╊╇′╇ぅ ╅╇╆′╇
22.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
23.00 ╋¨′¨╊¨╂ ╁ 4-》 』┿]〈ぅ》
23.30 ′¨╁¨]〈╇ ╉〉╊を〈〉[｠
23.50 》/《 «╉¨╊╊╄╂╇»
01.30 ╉〈¨ 〈┿╋...
01.55 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋

6.25 «]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ′┿〉╉┿»
7.00, 20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′-

╀〉[╂»
7.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
8.00 ╆╃¨[¨╁をぅ ╁┿╋!
8.20 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
8.50 ╆╃[┿╁]〈╁〉╈, ╋┿╊｠【! 
9.20 «]〈[¨╇╋ ╁╋╄]〈╄» 
9.45, 20.30 ╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿
10.00 ¨〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄]〈╁┿
10.30 «〈╄》′¨╊¨╂╇╇ ]‶¨[〈┿»
11.00 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
11.15, 03.30 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
12.20 «′┿〉╉┿ 2.0»
12.55 «[｠╀┿╊╉┿»
13.10 «[╄╈〈╇′╂»
13.40 ╁╄]〈╇.RU
14.00, 18.20 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.15 》/《 «╃╄〈¨′┿〈¨[»
16.05 TOP G┱RL
17.05 «╁]╄ ╁╉╊ぃ』╄′¨»
17.50 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇»
18.40 «[｠╀┿╊╉┿»
19.00 «╉┿]〈┿╊を]╉╇╈ ╉╊ぃ』»
19.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ ╉╊╇-

╋╇′¨╈»
20.45 〉╂╋╉: ′¨╁¨]〈╇
21.00 》¨╉╉╄╈. «]┿╊┿╁┿〈 ぃ╊┿╄╁» - 

«╋╄〈┿╊╊〉[╂»
00.00, 04.35 ╁╄]〈╇.RU
00.30, 03.20 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.55 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨╀¨[]〈╁┿

6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.25 МУЛЬТФИЛЬМ
8.45 «ДУЭНЬЯ». КОМЕДИЯ
10.35 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ 

ГОНЦА?»
13.40 «PRO ЖИЗНЬ»
14.45 «ДЕЛОВАЯ МОСКВА»
15.10 «ПЕТРОВКА, 38»
15.25 Т/С «ЦЕПЬ»
16.10 МУЛЬТФИЛЬМ
16.30 «ВРАЧИ». ТОК-ШОУ
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «ПЕТРОВКА, 38»
18.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.05 Т/С «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «ПРОГНОЗЫ»
20.30, 22.50 СОБЫТИЯ
21.00 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, МОСКВА!»
23.25 «НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ»
00.30 Х/Ф «ОСКАР»
02.05 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
03.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ»

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

╁╋╄]〈╄»
11.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
13.25 〈/] «┿╈╉┿[╊╇»
14.30 ╃¨╋-2. LIVE
16.20 》/《 «‶[╇【╄╊を『｠ ′┿ 

』╄[╃┿╉╄»
18.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
18.30 〈/] «[╄┿╊を′｠╄ ‶┿『┿′｠»
19.00 〈/] «╇′〈╄[′｠»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 [┿]-

]╊╄╃¨╁┿′╇╄
21.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
22.00 ′┿【┿ RUSSIA
23.00 ╃¨╋-2
00.30 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
01.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
02.00 〈/] «╉╊┿]]»
02.50 》/《 «╁ ¨╅╇╃┿′╇╇»
04.35 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
05.40 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
6.20, 9.00 ′¨╁¨]〈╇
7.00 «〉〈[╄′′╇╈ ぁ╉]‶[╄]]»
9.30 «]〈╄′╃»
9.45 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
9.55 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
10.25 «¨]〈¨[¨╅′¨, ╋¨╃╄[′!»
11.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
12.00 〈/] «╉┿╋╄′]╉┿ぅ – 3»
14.10 》/《 «╉╇╃┿╊｠ ╁ ╀╄╂┿》»
16.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
17.00 〈/] «╉¨╋╇]]┿[ [╄╉]»
18.00 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
19.00, 20.30 ′¨╁¨]〈╇
19.30 ╃╄〈╄╉〈╇╁′｠╄ ╇]〈¨[╇╇
20.00 «‶[┿╁╇╊を′｠╈ ╁｠╀¨[»
21.00 》/《 «』┿]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁, 

╇╊╇ ¨‶╄[┿『╇ぅ «╉¨¨‶╄-
[┿『╇ぅ»

23.00, 03.10 ′¨╁¨]〈╇
23.30, 03.40 «]〈╄′╃»
00.10 〈/] «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿〈╄-

[╇┿╊｠»
01.05 》/《 «》╇】′╇╉╇»
03.05 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
03.55 ╋〉╆. ‶[¨╂[┿╋╋┿

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-

[╇╇»
6.00, 9.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
6.30 «╂[¨╋╉¨╄ ╃╄╊¨»
7.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
7.30 〈/] «]¨╊╃┿〈｠ - 5»
8.30, 20.00 〈/] «¨‶╄[┿. 》[¨′╇╉╇ 

〉╀¨╈′¨╂¨ ¨〈╃╄╊┿»
10.00 «′╄ ╁[╇ ╋′╄!»
11.00 «』┿] ]〉╃┿»
12.00, 19.00, 23.00 «ぁ╉]〈[╄′′｠╈ 

╁｠╆¨╁»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╆╁┿′｠╈ 〉╅╇′»
14.00 〈/] «╉╊╄〈╉┿»
16.30, 19.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
16.45 〈/] «╉╊╄〈╉┿» (‶[¨╃¨╊-

╅╄′╇╄)
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
21.00 〈/] «╆′┿》┿[を»
22.00 «〈┿╈′｠ ╋╇[┿»
23.30 «╀〉′╉╄[ NEWS»
00.30 «╉〈¨ ╆╃╄]を ╆╁╄╆╃┿? ╇╃╄-

┿╊を′¨╄ ╇′〈╄[╁をぃ»
01.00 》/《 «╉[┿]¨〈╉╇ ╇╆ ╆┿╂¨[¨╃-

′¨╂¨ ╉╊〉╀┿»
03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.00 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
8.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
9.00 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
9.30 «¨╃′┿ ╆┿ ╁]╄》»
10.00 ╀¨╄╁╇╉ «′┿ ╇╂[╄ – 2. 

′¨╁｠╈ 〉[¨╁╄′を»
11.40 «6 ╉┿╃[¨╁»
12.30 〈/] «[┿′╄〈╉╇»
13.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
15.30 〈/] «‶┿‶╇′｠ ╃¨』╉╇»
17.30 «╂┿╊╇╊╄¨»
18.30 «╃┿┱【を ╋¨╊¨╃┱╅を!»
19.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
20.30 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
21.00 ╉¨╋╄╃╇╈′｠╈ ╀¨╄╁╇╉ 

«╉╇╊╊╄[｠»
22.50 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
23.20 «]╊〉』┿╈′｠╄ ]╁ぅ╆╇»
00.05 ╉¨╋╄╃╇ぅ «╊〉』【╄ ′╄ 

╀｠╁┿╄〈»
02.40 〈[╇╊╊╄[ «‶[╇]〈┿′╇】╄»
04.35 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-

]┿′〈｠»
05.30 ╋/] «‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ 

╉¨′┿′┿-╁┿[╁┿[┿»
05.45 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.20, 9.30, 00.20 «ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»
5.35 НОВОСТИ ТАУ
6.35 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧАСТОК
7.00 «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«СОБЫТИЯ. КАЖДЫЙ ЧАС»

9.10 «DE FACTO»
10.20 «СОБЫТИЯ УРФО»
11.10 «КАБИНЕТ МИНИСТРОВ»
11.45 «СВОЙ ДОМ»
12.30 «СОБЫТИЯ. АКЦЕНТ»
13.10 «УГОЛ ЗРЕНИЯ»
14.05 ДОКУМ. ФИЛЬМ
15.05 «РЕЦЕПТ»
15.35 «ВСЕ О Ж.К.Х.»
16.05 Т/С «РОДИНА ЖДЕТ»
17.10 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
17.30 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ»
17.45 «ГОРНЫЕ ВЕСТИ»
18.10, 00.30, 03.20 ПАТРУЛЬНЫЙ УЧА-

СТОК
19.15 ДОКУМ. ФИЛЬМ
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «СОБЫТИЯ. 

ИТОГИ»
20.30, 03.40 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ. ОБРА-

ЗОВАНИЕ»
21.00, 02.20 НОВОСТИ ТАУ
22.00 Т/С «РОДИНА ЖДЕТ»
23.35 «СОБЫТИЯ УРФО»
00.05 «УГМК: НОВОСТИ»
00.55 «АВТОБАН»

10

〉[┿╊ 〉[┿╊



24 ìàðòà
2011 ãîäà Ñóááîòà, 2 àïðåëÿ12 ÒÂ

‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
05.00, 00.10 «]╉┿╆┿′╇╄ ¨ ╆╄╋╊╄ ]╇╀╇[]╉¨╈». 》〉-

╃¨╅╄]〈╁╄′′｠╈ 《╇╊を╋
07.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ‶¨╆╃[┿╁╊╄′╇ぅ» (′┿ 〈┿〈┿[-

]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.00 «┿╃┿╋ ╇ ╄╁┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
09.30 «╆╃╄]を [¨╅╃┿╄〈]ぅ ╊ぃ╀¨╁を» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
10.00 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
10.45 «〉╊｠╀′╇]を!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]¨╆╁╄╆╃╇╄ – ╈¨╊╃｠╆╊｠╉-2011»
12.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
12.30 «[╄╉╊┿╋′┿ぅ ‶┿〉╆┿». 〈╄╊╄]╄[╇┿╊
15.35 ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈
16.00 «╉┿′〉′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨.»
16.30 «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
17.00, 02.00 «╉╁′-2011»
18.00 «』〉╃┿╉╇». ‶[╄╋を╄[┿ 〈╄╊╄《╇╊を╋┿ «╉[┿]╉╇ 

╅╇╆′╇»
18.30, 21.30 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〈┿[]〈┿′┿. ╁ ]〉╀╀¨〈〉 ╁╄-

』╄[¨╋
19.00 «][╄╃┿ ¨╀╇〈┿′╇ぅ»
19.30 [╄〈[¨-╉¨′『╄[〈 
20.00 〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

ぅ╆｠╉╄)
20.30 «╃┿╁┿╈〈╄ ]‶¨╄╋!» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
22.00 «]〉‶[〉╅╄]〈╁¨». 》〉╃¨╅╄]〈╁╄′′｠╈ 《╇╊を╋
23.40 «╀¨╇ ‶¨ ‶[┿╁╇╊┿╋ TNA»

5.40 》/《 «┿╋′╇]〈╇ぅ»
7.20 «╇╂[┿╈, ╂┿[╋¨′を!»
8.10 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.00 «〉╋′╇『｠ ╇ 〉╋′╇╉╇»
9.40 «]╊¨╁¨ ‶┿]〈｠[ぅ»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «]╋┿╉»
10.50 «]〈┿′╇]╊┿╁ ╂¨╁¨[〉》╇′. 

╋╄]〈¨ ╁]〈[╄』╇...»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 》/《 «‶┿]]┿╅╇[╉┿»
14.10 ╋′¨╂¨]╄[╇╈′｠╈ 《╇╊を╋ 

«╀╊┿╂¨]╊¨╁╇〈╄ ╅╄′-
】╇′〉»

18.00 》/《 «╁¨[¨【╇╊¨╁]╉╇╈ 
]〈[╄╊¨╉»

20.00 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃. ╁¨╆-
╁[┿】╄′╇╄»

21.00 «╁[╄╋ぅ»
21.15 «《┿╀[╇╉┿ ╆╁╄╆╃. ╁¨╆-

╁[┿】╄′╇╄»
22.30 «‶[¨╅╄╉〈¨[‶╄[╇]》╇╊-

〈¨′»
23.10 «』〈¨? ╂╃╄? ╉¨╂╃┿?»
00.20 》/《 «╋╇╊╊╇¨′╄[ ‶¨-

′╄╁¨╊╄»
02.05 》/《 «╃╇╉╇╄ 【〈〉』╉╇»
04.05 》/《 «]′┿╈‶╄[ 2»

5.10 》/《 «′╄╇]‶[┿╁╇╋｠╈ 
╊╂〉′»

6.45 ╁]ぅ [¨]]╇ぅ
6.55 ]╄╊を]╉¨╄ 〉〈[¨
7.25 ╃╇┿╊¨╂╇ ¨ ╅╇╁¨〈′｠》
8.00 ╁╄]〈╇
8.20 ╁¨╄′′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
8.50 ]〉╀╀¨〈′╇╉
9.30 ╂¨[¨╃¨╉
10.05 «〉[┿╊を]╉╇╈ ╋╄[╇╃╇┿′»
10.30 «ぅ′ ╂┿╀╇′]╉╇╈ ╇ ╉¨╊╊╄-

╂╇. ╁]╄ ¨ ]╄[╃『╄»
10.45 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.00, 14.00 ╁╄]〈╇
11.20 ╃╄╅〉[′┿ぅ 』┿]〈を
11.50 』╄]〈′｠╈ ╃╄〈╄╉〈╇╁
12.20, 14.30 〈/] «╉[〉╅╄╁┿»
16.15 ]〉╀╀¨〈′╇╈ ╁╄』╄[
18.10 【¨〉 «╃╄]ぅ〈を ╋╇╊╊╇-

¨′¨╁»
19.10 》/《 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
20.00 ╁╄]〈╇ ╁ ]〉╀╀¨〈〉
20.40 》/《 «‶〉]〈を ╂¨╁¨[ぅ〈»
23.40 ╃╄╁』┿〈┿
00.15 》/《 «‶╇╉┿‶. ]‒╄╋ ╀╄╆ 

‶[┿╁╇╊»
01.50 》/《 «‶╊¨》┿ぅ [╄‶〉〈┿『╇ぅ»
03.55 ╉¨╋′┿〈┿ ]╋╄》┿

4.55 〈/] «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ ╃╄[╄╁┿» 
6.45 ╋〉╊を〈《╇╊を╋ 
7.25 «]╋¨〈[» 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ』» 
8.45 «╅╇╁〉〈 ╅╄ ╊ぃ╃╇!» 
9.20 «╁′╇╋┿′╇╄: [¨╆｠]╉!» 
10.20 «╂╊┿╁′┿ぅ ╃¨[¨╂┿» 
10.55 ╉〉╊╇′┿[′｠╈ ‶¨╄╃╇′¨╉ 
12.00 ╉╁┿[〈╇[′｠╈ ╁¨‶[¨] 
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 «]╄┿′] ] ╉┿【‶╇[¨╁]╉╇╋. 

╆′┿╉╇ ]〉╃を╀｠» 
14.10 〈┿╇′]〈╁╄′′┿ぅ [¨]]╇ぅ 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 «[┿╆╁¨╃ ‶¨-[〉]]╉╇» 
17.20 «¨』′┿ぅ ]〈┿╁╉┿» 
18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-

【╄]〈╁╇╄»  
19.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
19.25 ‶[¨《╄]]╇ぅ - [╄‶¨[〈╄[ 
19.55 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ╋┿╉]╇╋〉╋ 
20.55 «[〉]]╉╇╄ ]╄′]┿『╇╇» 
21.55 «〈｠ ′╄ ‶¨╁╄[╇【を!» 
22.50 «‶¨]╊╄╃′╄╄ ]╊¨╁¨» 
23.55 ′╄[╄┿╊を′┿ぅ ‶¨╊╇〈╇╉┿ 
00.25 》/《 «]╊〉』┿╈′｠╈ 【‶╇¨′» 
02.10 》/《 «╋]〈╇〈╄╊を» 
04.00 «╃¨ ]〉╃┿»

6.30 ╉┿′┿╊ «╄╁[¨′をぃ]»
10.00 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
10.10 ╀╇╀╊╄╈]╉╇╈ ]ぃ╅╄〈
10.40 》/《 «╉¨╊╊╄╂╇»
12.20 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
12.45 》/《 «‶[¨╃╄╊╉╇ ]¨[╁┿′-

『┿»
13.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
14.05 ╆┿╋╄〈╉╇ ′┿〈〉[┿╊╇]〈┿
14.35 ̈ 』╄╁╇╃′¨╄-′╄╁╄[¨ぅ〈′¨╄
15.05 ╁¨╉╆┿╊ ╋╄』〈｠
15.45 ╃/《 «╇ ¨╃╇′ ╁ ‶¨╊╄ 

╁¨╇′. ╄╊╄′┿ 』〉╉¨╁]╉┿ぅ»
16.25 ]‶╄╉〈┿╉╊╇ «╋╄】┿′╄»
19.00 [¨╋┿′〈╇╉┿ [¨╋┿′]┿
19.55 ╁╄』╄[-‶¨]╁ぅ】╄′╇╄ ╁┿-

]╇╊╇ぃ ┿╉]╄′¨╁〉 «╊╄-
╂╄′╃┿ ‶¨╉¨╊╄′╇ぅ»

21.20 》/《 «╆┿]〈┿╁┿ ╇╊を╇』┿»
00.40 ╉¨′『╄[〈 ¨[╉╄]〈[┿ ╃╅┿-

╆¨╁¨╈ ╋〉╆｠╉╇
01.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.55 ╊╇』′¨╄ ╁[╄╋ぅ
02.25 ̈ ╀｠╉′¨╁╄′′｠╈ ╉¨′『╄[〈 

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋

5.05, 8.00 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
6.25 «《〉〈╀¨╊ [¨]]╇╇. ‶╄[╄╃ 

〈〉[¨╋»
7.00 «]〈[┿′┿.RU»
9.00 ̈ 〈╃╄╊ 〈¨╁┿[′¨╂¨ ╉┿』╄]〈╁┿
9.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
10.05 ′¨╁¨]〈╇. ╄╉┿〈╄[╇′╀〉[╂
10.35 «╁ ╋╇[╄ ╃¨[¨╂»
11.00 ╀╇┿〈╊¨′
12.20 》/《 «〉╊を〈[┿《╇¨╊╄〈»
14.00, 18.20 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.15 «╆┿╃┿╈ ╁¨‶[¨] ╋╇′╇]〈[〉»
14.55 TOP GEAR
16.25 》/《 «╂¨[╄『 5» 
18.40, 04.55 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
19.00 ¨ ╊╇』′¨╋ ╇ ′┿╊╇』′¨╋ 
19.30 ╉╁┿╃[┿〈′｠╈ ╋╄〈[
20.00 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
20.30 ╋╄╊を′╇『┿
21.15 ╀¨╉]
22.25 《〉〈╀¨╊. «┿[]╄′┿╊» - 

«╀╊ぁ╉╀╄[′»
00.25, 03.15 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.50 ]╋╄【┿′′｠╄ ╄╃╇′¨╀¨[-

]〈╁┿
03.25 TOP G┱RL
04.25 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»

4.45 》/《 «╇′╃╇»
6.40 «╋┿[【-╀[¨]¨╉»
7.10 «┿╀╁╂╃╄╈╉┿»
7.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
8.10 «╃╄′を ┿╇]〈┿»
8.35 «‶[┿╁¨]╊┿╁′┿ぅ ぁ′『╇╉╊¨-

‶╄╃╇ぅ»
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
10.20 《╇╊を╋-]╉┿╆╉┿ «╀╄╊ぅ′¨』╉┿ 

╇ [¨╆¨』╉┿»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╂¨[¨╃]╉¨╄ ]¨╀[┿′╇╄
12.30 «]〈¨ ╁¨‶[¨]¨╁ ╁╆[¨]╊¨╋〉»
13.10 «╉╊〉╀ ぃ╋¨[┿»
13.40 》/《 «┿′╅╄╊╇╉┿ - ╋┿[╉╇╆┿ 

┿′╂╄╊¨╁»
15.55 «〈┿╊┿′〈｠ ╇ ‶¨╉╊¨′′╇╉╇». 

ぁ.╀｠]〈[╇『╉┿ぅ
17.30, 23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
17.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
18.10 «′┿[¨╃ 》¨』╄〈 ╆′┿〈を»
19.05 〈/] «』╇]〈¨ ┿′╂╊╇╈]╉¨╄ 

〉╀╇╈]〈╁¨»
21.00 «‶¨]〈]╉[╇‶〈〉╋»
22.10 》/《 «‶[¨[｠╁»
00.15 》/《 «╂¨[╄『. ╉¨′╄『 ╇╂[｠»
01.50 》/《 «╃〉ぁ′をぅ»
03.40 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋｠

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.25 〈/] «╃[〉╆をぅ»
10.00 ╄【を ╇ 》〉╃╄╈!
10.30 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.30 ╅╄′]╉┿ぅ ╊╇╂┿
12.00 ╃/《 «′╄[┿╁′｠╈ ╀[┿╉»
13.00 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
14.00 COMEDY WOMAN
15.00 ぁ╉]〈[┿]╄′]｠ ╁╄╃〉〈 [┿]-

]╊╄╃¨╁┿′╇╄
16.00 ]〉‶╄[╇′〈〉╇『╇ぅ
17.00 〈/] «〉′╇╁╄[»
20.00 》/《 «』╄[′╇╊を′¨╄ ]╄[╃-

『╄»
22.10 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》〉 ╇╆ 》〉
01.00 》/《 «‶┿′╃¨[〉╋»
03.10 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
03.40 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
04.40 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

7.00 ′¨╁¨]〈╇
7.30 «]〈╄′╃»
7.45 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 

╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈»
8.15 ′¨╁¨]〈╇
8.45 «╊╄╂╄′╃┿ ̈  ╀╄╊¨╋ ╃[┿╉¨-

′╄». ]╉┿╆╉┿
10.30 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
11.30 》/《 «┿╃‒ぃ〈┿′〈 ╄╂¨ 

‶[╄╁¨]》¨╃╇〈╄╊を]〈╁┿», 
1-5 ]╄[╇╇

19.40 «╀ぃ[¨ ╅〉[′┿╊╇]〈]╉╇》 
╇]]╊╄╃¨╁┿′╇╈» 

20.00 ╉ 20-╊╄〈╇ぃ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 
╉┿′┿╊┿». ]‶╄『‶[¨╄╉〈 
«』╄〈╁╄[〈｠╈ ╉┿′┿╊. ′¨-
╁╄╈【╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

20.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
21.00 ╅┿′ [╄′¨ ╁ 〈[╇╊╊╄[╄ 

«╇╋‶╄[╇ぅ ╁¨╊╉¨╁» 
23.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
00.00 》/《 «‶¨]╊╄╃′╇╄ ╃′╇ 

╆╄╋╊╇», 1-2 ]╄[╇╇
03.10 «【〈〉[╋ 』╄〈╁╄[〈¨╂¨ ╉〉-

‶¨╊┿». 《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╈ 
╀¨╄╁╇╉

05.00 ╋〉╆｠╉┿ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 
╉┿′┿╊┿»

5.00 ′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿
5.30 〈/] «‶┿]]┿╅╇[ ╀╄╆ ╀┿-

╂┿╅┿»
7.20 〈/] «╇′]〈[〉╉〈¨[»
8.30 «╁｠》¨╃ ╁ ]╁╄〈». ┿《╇【┿
9.00 «ぅ - ‶〉〈╄【╄]〈╁╄′′╇╉»
9.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
10.30 «╃╄╊¨ ¨]¨╀¨╈ ╁┿╅-

′¨]〈╇»
11.30 «』╄]〈′¨»
12.30 «′¨╁¨]〈╇ 24»
13.00 «╁¨╄′′┿ぅ 〈┿╈′┿»
14.15 〈/] «]╁╄[》‒╄]〈╄]〈╁╄′-

′¨╄»
16.00 «╋¨【╄′′╇╉╇»
17.00 «╅╇╆′を ╉┿╉ 』〉╃¨»
18.00 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «′╄╃╄╊ぅ»
20.00 ╀¨╄╁╇╉ «′┿╃ ╆┿╉¨′¨╋»
22.00 ╀¨╄╁╇╉ «]╋╄[〈╇ ╁¨-

‶[╄╉╇»
00.00 «]〈╇╁╄′ ]╇╂┿╊: 』╄╊¨╁╄╉ 

╆┿╉¨′┿»
01.00 》/《 «╆┿ ╆┿╉[｠〈｠╋╇ 

╃╁╄[を╋╇»
03.00 «‶¨╉╄[»
04.00 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

6.00 》/《 «╃╄╊¨ 〈╄╊を╋｠ ╃╅¨[-
╃¨′»

8.20 ╋/] «]╋╄【┿[╇╉╇»
8.30 ╋/] «╋╇[ ]〈[┿′]〈╁╇╈»
9.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «]〉‶╄[ ′┿』¨»
10.45 «╄[┿╊┿【»
11.00 «ぁ〈¨ ╋¨╈ [╄╀┱′¨╉!»
12.00 «╄[┿╊┿【»
12.30 〈/] «╁¨[¨′╇′｠»
14.30 ╋/] «[〉]┿╊¨』╉┿»
15.00 ╋/] «┿╊┿╃╃╇′»
16.00 «6 ╉┿╃[¨╁»
19.10 ╉¨╋╄╃╇╈′｠╈ ╀¨╄╁╇╉ 

«╉╇╊╊╄[｠»
21.00 ╉¨╋╄╃╇╈′｠╈ ╀¨╄╁╇╉ 

«╋╇]〈╄[ ╇ ╋╇]]╇] ]╋╇〈»
23.15 【¨〉 «〉[┿╊を]╉╇》 ‶╄╊を-

╋╄′╄╈» ′┿ ]〈┿[〈! ╁′╇╋┿-
′╇╄! ╋┿[〈!

00.45 ╃[┿╋┿ «¨〈╉[｠〈╉╇ ] ╉[┿ぅ 
]╁╄〈┿»

02.40 ╀¨╄╁╇╉ «╁¨]╄╋を ╋╇╊-
╊╇¨′¨╁ ]‶¨]¨╀¨╁ 〉╋╄-
[╄〈を»

05.00 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ ╉〉[-
]┿′〈｠»

05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.15 «DE FACTO»
5.35 ′¨╁¨]〈╇ 〈┿〉
6.40 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
8.00 «╋╇′╄╋ ╇╊╄╋»
8.30 «╃¨[¨╂┿ ╁ ┿╆╄[╀┿╈╃╅┿′»
9.05 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.20 «╂〉[╋ぁ»
9.40 «╉¨╋〉 ¨〈╊╇』′｠╈ [╄╋¨′〈?!»
10.00 》/《 «‶╄‶‶╇ - ╃╊╇′′｠╈ 』〉╊¨╉», 

1 ]╄[╇ぅ
11.10 《╄]〈╇╁┿╊を ぃ╋¨[┿ ╇ ぁ]〈[┿╃｠ 

«╋¨]╉╁┿ - 〈[┿′╆╇〈 - ╋¨]╉╁┿». 
』┿]〈を 1

11.30 «[╄『╄‶〈»
12.05 «┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿»
12.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╉〉╊を〈〉[┿»
12.50 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇′〈╄[′╄〈»
13.05 〈/] «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈»
15.55 «]¨╀｠〈╇ぅ. ]‶¨[〈»
16.10 «╃¨╀[¨╁╄]〈‒»
16.30 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
17.00 》/《 «╁┿] ¨╅╇╃┿╄〈 ╂[┿╅╃┿′╉┿ 

′╇╉┿′¨[¨╁┿»
18.40 «╃╇╁]-ぁ╉]‶[╄]]»
19.00 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
20.00 «‶¨╊╇〈╉╊〉╀»
20.30 》/《 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄»
22.40 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.30 «╇╋╄ぃ ‶[┿╁¨»
23.50 ぃ╁╄╊╇[′┿ぅ ‶[¨╂[┿╋╋┿
00.15 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
00.40 «′¨』を ╁ 《╇╊┿[╋¨′╇╇»
01.30 》/《 «╀¨╊を【╇╄ ╋┿′╄╁[｠»
04.05 》/《 «╃╇╊╇╅┿′]»
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Âîñêðåñåíüå, 3 àïðåëÿ
‶っさゃにえ 〈╁『

╁′╇╋┿′╇╄: ╁[╄╋ぅ ╋¨]╉¨╁]╉¨╄
04.50 «╁╄]′┿». 》〉╃¨╅╄]〈╁╄′′｠╈ 《╇╊を╋ 
06.30  〈┿〈┿[]〈┿′. ¨╀╆¨[ ′╄╃╄╊╇ (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋  

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

ぅ╆｠╉╄)
09.00  «]╄╉[╄〈｠ 〈┿〈┿[]╉¨╈ ╉〉》′╇»
09.30 «╋╄╅╃〉 ′┿╋╇…»
10.00 «╋¨╊¨╃╄╅′┿ぅ ¨]〈┿′¨╁╉┿» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)
10.30 «〈┿╋』｠-【¨〉» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
11.00 «]¨╆╁╄╆╃╇╄-╈¨╊╃｠╆╊｠╉-2011»
12.00 ]‶╄╉〈┿╉╊を ╃╊ぅ ╃╄〈╄╈
13.00 “〈╇′-╉╊〉╀”
13.20 «╆╄╀[┿»
13.45  «╃¨[¨╂┿ ╀╄╆ ¨‶┿]′¨]〈╇»
14.00 «〈┿〈┿[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
14.30  «′┿[¨╃ ╋¨╈…» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
15.00 «╁ ╋╇[╄ ╉〉╊を〈〉[｠» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
16.00 «╆┿╉¨′. ‶┿[╊┿╋╄′〈. ¨╀】╄]〈╁¨»
16.40  “′┿ ]╁ぅ╆╇ 〈┿〈〈╄╊╄╉¨╋”
17.00  ぁ]〈[┿╃′｠╈ ╉¨′『╄[〈
18.00  “┿╁〈¨╋¨╀╇╊を”
18.30 «7 ╃′╄╈». ╇′《¨[╋┿『╇¨′′¨-┿′┿╊╇〈╇』╄]╉┿ぅ 

‶[¨╂[┿╋╋┿
19.30 «╋〉╆｠╉┿╊を′｠╄ ]╊╇╁╉╇» (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ ぅ╆｠╉╄)
20.15 «〉╊｠╀′╇]を!»
20.30 «╀┿〈｠[｠». ‶[¨╂[┿╋╋┿ ¨ ]‶¨[〈╄
20.45 «]〈[┿》¨╁┿′╇╄ ]╄╂¨╃′ぅ»
21.00 «7 ╃′╄╈». ╇′《¨[╋┿『╇¨′′¨-┿′┿╊╇〈╇』╄]╉┿ぅ 

‶[¨╂[┿╋╋┿
22.00 «╁╇╃╄¨]‶¨[〈»
22.30 «ぁ╈[ ┿╋╄[╇╉┿». 》〉╃¨╅╄]〈╁╄′′｠╈ 《╇╊を╋
00.30 «╁╄]′┿». 》〉╃¨╅╄]〈╁╄′′｠╈ 《╇╊を╋
02.15 «╁ ‶ぅ〈′╇『〉 ╁╄』╄[¨╋». ╉¨′『╄[〈 (′┿ 〈┿〈┿[]╉¨╋ 

ぅ╆｠╉╄)

6.00 ′¨╁¨]〈╇
6.10 》/《 «]╄╃を╋┿ぅ ‶〉╊ぅ»
7.50 «]╊〉╅〉 ¨〈』╇╆′╄!»
8.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.10 «╆╃¨[¨╁を╄»
10.00 ′¨╁¨]〈╇
10.15 «′╄‶〉〈╄╁｠╄ ╆┿╋╄〈╉╇»
10.30 «‶¨╉┿ ╁]╄ ╃¨╋┿»
11.30 «《┿╆╄′╃┿»
12.00 ′¨╁¨]〈╇
12.15 ′┿╃╄╅╃┿ [〉╋ぅ′『╄╁┿, 

ぃ[╇╈ ′╇╉〉╊╇′, ぃ[╇╈ 
╀╄╊¨╁ ╁ ╉¨╋╄╃╇╇ «′╄-
‶¨╃╃┿ぃ】╇╄]ぅ»

13.40 ╁¨╊【╄╀′｠╈ ╋╇[ ╃╇]-
′╄╈. «╀ぁ╋╀╇»

15.00 》/《 «〈╇〈┿′╇╉»
18.30 «╅╄]〈¨╉╇╄ ╇╂[｠». ′¨-

╁｠╈ ]╄╆¨′
21.00 ╁¨]╉[╄]′¨╄ «╁[╄╋ぅ»
22.00 «╋〉╊を〈 ╊╇』′¨]〈╇»
22.30 «YESTERDAY LIVE»
23.20 «‶¨╆′╄[»
00.30 》/《 «‶¨╊〉′¨』′｠╈ ぁ╉]-

‶[╄]]»
02.45 》/《 «╃〉[╃¨╋ ′┿ ╉¨╊╄]┿》»

5.00 》/《 «]╇『╇╊╇┿′]╉┿ぅ ╆┿-
】╇〈┿»

6.40 ]┿╋ ]╄╀╄ [╄╅╇]]╄[
7.30 ]╋╄》¨‶┿′¨[┿╋┿
8.00 〉〈[╄′′ぅぅ ‶¨』〈┿
8.40 ]〈¨ ╉ ¨╃′¨╋〉
9.25 ╂¨[¨╃┿ ╇ ╁╄]╇
10.20 ′╄╃╄╊ぅ ╁ ╂¨[¨╃╄
11.00 ╁╄]〈╇
11.10 〈/] «╇′╃〉]»
14.00 ╁╄]〈╇
14.20 ╁╄]〈╇-〉[┿╊
14.30 〈/] «╇′╃〉]»
15.15 ╆¨╊¨〈¨╈ ‶┿〈╄《¨′
17.05 〈┿′『｠ ]¨ ╆╁╄╆╃┿╋╇
20.00 ╁╄]〈╇ ′╄╃╄╊╇
21.05 》/《 «╊ぃ╀¨╁を ‶[╇》¨╃╇〈 

′╄ ¨╃′┿»
23.00 ]‶╄『╇┿╊を′｠╈ ╉¨[[╄-

]‶¨′╃╄′〈
00.00 ╂╄′′┿╃╇╈ 》┿╆┿′¨╁. ‶¨-

╁〈¨[╄′╇╄ ‶[¨╈╃╄′′¨╂¨
00.30 》/《 «‶╄[╄╊¨╋»
02.50 》/《 «ぅ╃¨╁╇〈｠╈ ‶╊ぃ】 - 3»

5.00 〈/] «》¨╊╋ ¨╃′¨╂¨ ╃╄-
[╄╁┿» 

7.40 ╋〉╊を〈《╇╊を╋ 
8.00, 10.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
8.20 ╊¨〈╄[╄ぅ «[〉]]╉¨╄ ╊¨〈¨» 
8.45 «╇》 ′[┿╁｠» 
9.25 «╄╃╇╋ ╃¨╋┿!» 
10.20 «‶╄[╁┿ぅ ‶╄[╄╃┿』┿» 
10.50 «‶╇[ ′┿ ╁╄]を ╋╇[» 
12.00 «╃┿』′｠╈ ¨〈╁╄〈» 
13.00, 16.00 «]╄╂¨╃′ぅ» 
13.20 》/《 «]╄╋╇′» 
15.05 «]╁¨ぅ ╇╂[┿» 
16.20 «╇]〈¨[╇ぅ ╁]╄[¨]]╇╈-

]╉¨╂¨ ¨╀╋┿′┿. ╁｠》¨╃ 
╄]〈を!» 

17.20 «╇ ]′¨╁┿ ╆╃[┿╁]〈╁〉╈-
〈╄!» 

18.20 «』[╄╆╁｠』┿╈′¨╄ ‶[¨╇]-
【╄]〈╁╇╄. ¨╀╆¨[»  

19.00 «]╄╂¨╃′ぅ. ╇〈¨╂╇» 
20.00 «』╇]〈¨]╄[╃╄』′¨╄ ‶[╇-

╆′┿′╇╄» 
20.50 «『╄′〈[┿╊を′¨╄ 〈╄╊╄╁╇-

╃╄′╇╄» 
22.00 〈/] «╂╊〉》┿[を» 
01.00 «┿╁╇┿〈¨[｠» 
01.35 «╁ ╆¨′╄ ̈ ]¨╀¨╂¨ [╇]╉┿» 
02.10 》/《 «]╊┿╃╉╇╈ ′¨ぅ╀[を» 
04.20 «¨]¨╀¨ ¨‶┿]╄′!»

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

] ぁ╃〉┿[╃¨╋ ぁ《╇[¨╁｠╋
10.40 》/《 «╃¨╀[¨╄ 〉〈[¨»
12.05 ╊╄╂╄′╃｠ ╋╇[¨╁¨╂¨ ╉╇′¨
12.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
14.25 ╃/] «╃╇╉┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
15.20 』〈¨ ╃╄╊┿〈を?
16.10 ╆╁╄╆╃′｠╄ ‶¨[〈[╄〈｠
16.40 》/《 «╃╄╁〉【╉┿ ]‶╄【╇〈 

′┿ ]╁╇╃┿′╇╄»
17.45 ╀┿╊╄〈 ╀┿╊╄〈 «╁ 』╄]〈を 

╃╅╄[¨╋┿ [¨╀╀╇′]┿»
19.55 》/《 «╀〉╋┿╅′｠╈ ]¨╊╃┿〈»
22.00 ╉¨′〈╄╉]〈
22.40 》/《 «〈¨╋ 〉┿╈〈»
00.35 ╃╅╄╋-5
01.35 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
01.50 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』
01.55 ╃/] «╃╇╉┿ぅ ‶[╇[¨╃┿»
02.50 ‶[¨╂[┿╋╋┿ ‶╄[╄╃┿』

6.00 «]〈[┿′┿.RU»
7.00 《〉〈╀¨╊. «┿[]╄′┿╊» - «╀╊ぁ╉-

╀╄[′»
9.00 ╂¨[╇╆¨′〈｠ ‶]╇》¨╊¨╂╇╇
9.20 ╃¨╉〈¨[ ╉[┿]¨〈｠
10.00 «15 ╋╇′〉〈 ¨ 《╇〈′╄]╄»
10.30 «╆╃¨[¨╁を╄ ] 〈┿〈をぅ′¨╈ ╉╊╇-

╋╇′¨╈»
11.00 ╀╇┿〈╊¨′
12.30 ╋╄╊を′╇『┿
13.00 «[｠╀┿╊╉┿»
13.15 «╇′╃〉]〈[╇ぅ ╉╇′¨»
13.55 ╀╇┿〈╊¨′
14.50 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
14.55 «‶╄[╁┿ぅ ]‶¨[〈╇╁′┿ぅ ╊¨-

〈╄[╄ぅ»
15.00 «╋┿╂╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈» 
15.55 《〉〈╀¨╊. «]‶┿[〈┿╉-′┿╊を』╇╉» 

- «╆╄′╇〈» 
18.00 《╇′┿′]╇]〈
18.30 ┿╁〈¨ぁ╊╇〈┿
19.00 [╇ぁ╊〈¨[]╉╇╈ ╁╄]〈′╇╉
19.30 ╀┿′╉¨╁]╉╇╈ ]』╄〈
20.15 《〉〈╀¨╊. 『]╉┿ - «╉[┿]′¨╃┿[»
22.25 》/《 «〉╀[┿〈を ╉┿[〈╄[┿»
00.25, 02.45 ╁╄]〈╇-]‶¨[〈
00.50 》/《 «╂¨[╄『 5» 
02.55, 05.10 «╋¨ぅ ‶╊┿′╄〈┿»
04.00 «]〈[┿′┿.RU»

5.00 》/《 «┿′╅╄╊╇╉┿ - ╋┿[╉╇╆┿ 
┿′╂╄╊¨╁»

7.20 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
7.55 «《┿╉〈¨[ ╅╇╆′╇»
8.25 ╉[╄]〈をぅ′]╉┿ぅ ╆┿]〈┿╁┿
9.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
9.45 «′┿【╇ ╊ぃ╀╇╋｠╄ ╅╇╁¨〈′｠╄»
10.10 «]╋╄》 ] ╃¨]〈┿╁╉¨╈ ′┿ ╃¨╋»
10.55 «╀┿[｠【′ぅ ╇ ╉〉╊╇′┿[»
11.30 ]¨╀｠〈╇ぅ
11.45 ╃¨╉〉╋. 《╇╊を╋
12.30 》/《 «╆┿ ╁╇〈[╇′¨╈ 〉′╇╁╄[-

╋┿╂┿»
14.20 ‶[╇╂╊┿【┿╄〈 ╀. ′¨〈╉╇′
14.50 ╋¨]╉¨╁]╉┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ
15.20 ╃/《 «╀〉╋╄[┿′╂»
16.10 〈┿╈′｠ ′┿【╄╂¨ ╉╇′¨. «]〈┿[╇╉ 

》¨〈〈┿╀｠』»
16.50 》/《 «]╋╄[【»
21.00 «╁ 『╄′〈[╄ ]¨╀｠〈╇╈»
22.00 «╋╇]] ╋┿[‶╊ ┿╂┿〈｠ ╉[╇]〈╇». 

╃╄〈╄╉〈╇╁
23.55 ]¨╀｠〈╇ぅ
00.15 ╁[╄╋╄′′¨ ╃¨]〈〉‶╄′. ┿′〈¨′ 

]╇》┿[〉╊╇╃╆╄
01.15 》/《 «╇╃┿╊を╂¨»
03.55 》/《 «′╄ ‶¨]╊┿〈を ╊╇ ′┿╋ 

╂¨′『┿?»

6.00 ╋〉╊を〈《╇╊を╋｠
8.15 〈/] «╃[〉╆をぅ»
8.55 ╊¨〈¨ «]‶¨[〈 ]〉‶╄[»
9.00 〈/] «╃[〉╆をぅ»
9.50 ╊¨〈╄[╄╇: «‶╄[╁┿ぅ ′┿『╇-

¨′┿╊を′┿ぅ», «《┿╀[╇╉┿ 
〉╃┿』╇»

10.00 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
11.00 ╃/《 «¨〈『｠-¨╃╇′¨』╉╇»
12.00 ╃/《 «′┿╄╋′╇『｠»
13.00 〈/] «》¨[»
13.55 〈/] «》¨[»
14.55 〈/] «╇′〈╄[′｠»
17.00 》/《 «』╄[′╇╊を′¨╄ ]╄[╃『╄»
19.30 〈/] «]』┿]〈╊╇╁｠ ╁╋╄]〈╄»
20.00 》/《 «〈╄╊╄‶¨[〈»
21.40 ╉¨╋╄╃╇-╉╊┿╀
23.00 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
00.00 ╃¨╋-2. ‶¨]╊╄ ╆┿╉┿〈┿
00.30 》/《 «‶[¨╃┿╁╄『»
02.15 ]╄╉] ] ┿.』╄》¨╁¨╈
02.45 ╃¨╋-2. ╂¨[¨╃ ╊ぃ╀╁╇
03.45 【╉¨╊┿ [╄╋¨′〈┿
04.45 COSMOPOLITAN
05.45 ╉¨╋╄╃╇┿′〈｠

5.30 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
7.00 «╅╇╊-╀｠╊ ̈ ╃╇′ ╉¨[¨╊を». 

]╉┿╆╉┿
8.00 «╃╇′¨〈¨‶╇ぅ». ‶[╇╉╊ぃ-

』╄′』╄]╉╇╈ ]╄[╇┿╊, 1-13 
]╄[╇╇

20.00 «′¨╁¨]〈╇. ╇〈¨╂╇»
20.30 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
21.00 ‶┿╁╄╊ ╃╄[╄╁ぅ′╉¨ ╇ ┿╊╄-

′┿ ╀┿╀╄′╉¨ ╁ ╉¨╋╄╃╇╇ 
«′┿ ╋¨[╄!»

23.00 «]╊〉╅╀┿ ]‶┿]╄′╇ぅ»
23.30 ╉ 20-╊╄〈╇ぃ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 

╉┿′┿╊┿». ]‶╄『‶[¨╄╉〈 
«』╄〈╁╄[〈｠╈ ╉┿′┿╊. ′¨-
╁╄╈【╇╄ ╇]〈¨[╇╇»

00.00 ╁〉‶╇ ╂¨╊╃╀╄[╂ ╁ 《ぁ′-
〈╄╆╇ «]〈[┿′┿ 《╄╈», 1-3 
]╄[╇╇

02.40 ╃╅¨【 》┿[〈′╄〈〈 ╇ ]╉┿[-
╊╄〈〈 ╈¨》┿′]]¨′ ╁ 〈[╇╊-
╊╄[╄ ╀[┿╈┿′┿ ╃╄ ‶┿╊を╋｠ 
«』╄[′┿ぅ ¨[》╇╃╄ぅ»

04.40 ╋〉╆｠╉┿ «』╄〈╁╄[〈¨╂¨ 
╉┿′┿╊┿»

5.00 «′╄╇╆╁╄]〈′┿ぅ ‶╊┿′╄〈┿»: 
«〈┿╇╊┿′╃: ‶〉〈を ╃┿¨», 
』┿]〈を 2-┿ぅ

5.30 «《┿′〈┿]〈╇』╄]╉╇╄ ╇]〈¨-
[╇╇»: «′╄』╇]〈┿ぅ ]╇╊┿»

6.00 ╋/] «╀╄′ 10»
6.50 〈/] «╇′]〈[〉╉〈¨[»
8.45 «′╄╃╄╊ぅ»
10.00 〈/] «╃╅¨╉╄[»
18.00 ‶[╄╋を╄[┿. «』〈¨ ‶[¨╇]-

》¨╃╇〈?»
18.30 «╁ 』┿] ‶╇╉»
19.00 «]╄╉[╄〈′｠╄ 〈╄[[╇〈¨-

[╇╇»: «╆╄[╉┿╊¨. ‶┿[┿╊-
╊╄╊を′｠╄ ╋╇[｠»

20.00 〈¨╋ ╉[〉╆ ╁ 《╇╊を╋╄ «‶¨-
]╊╄╃′╇╈ ]┿╋〉[┿╈»

23.00 «‶¨]╊╄╃′ぅぅ ╋╇′〉〈┿» 
]╄[╇┿╊

01.00 «]╄┿′] ╃╊ぅ ╁╆[¨]╊｠》»: 
«╁]ぃ ′¨』を ′┿‶[¨╊╄〈»

03.00 «‶¨╉╄[»
03.55 〈/] «╊〉′′｠╈ ]╁╄〈»

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

╊╄′′¨!»
13.00 〈/] «]╁╄〈¨《¨[»
15.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.00 «′╄╃╄╊ぅ ╀╄╆ ╂┿╊]〈〉╉┿»
16.30 «6 ╉┿╃[¨╁»
16.45 ╀¨╄╁╇╉ «╋╇]〈╄[ ╇ ╋╇]-

]╇] ]╋╇〈»
19.00 ╋/《 «[┿〈┿〈〉╈»
21.00 ╉¨╋╄╃╇ぅ «′╄¨╀｠』┿╈′｠╄ 

‶[╇╉╊ぃ』╄′╇ぅ ┿╃╄╊を»
23.00 «〉╉[┿╇′]╉╇╈ ╉╁┿[〈┿╊»
00.30 ╉¨╋╄╃╇ぅ «【╄]〈を ╅╄′ 

╂╄′[╇ ╊╄《╄ぅ»
02.15 《╇╊を╋-╀╇¨╂[┿《╇ぅ «╁ 

╃╇╉╇》 〉]╊¨╁╇ぅ》»
05.00 〈/] «╉[╄╋╊┱╁]╉╇╄ 

╉〉[]┿′〈｠»
05.50 ╋〉╆｠╉┿ ′┿ ]〈]

5.35, 6.40 «DE FACTO»
5.50 «]¨╀｠〈╇ぅ 〉[《¨»
6.20 «¨╀[┿〈′┿ぅ ]〈¨[¨′┿ ╆╄╋╊╇»
6.55 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
7.30 «╆╄╋╊ぅ 〉[┿╊を]╉┿ぅ»
8.00 «′┿]╊╄╃′╇╉╇ 〉[┿[〈〉»
8.20 «′┿『╇¨′┿╊を′¨╄ ╇╆╋╄[╄′╇╄»
8.55 ╋〉╊を〈《╇╊を╋
9.15 «╁╄]〈′╇╉ ╄╁[┿╆╇╈]╉¨╈ ╋¨╊¨╃╄╅╇»
9.30 «[╄『╄‶〈»
10.05 》/《 «‶╄‶‶╇ - ╃╊╇′′｠╈ 』〉╊¨╉», 2 ]╄[╇ぅ
11.15 《╄]〈╇╁┿╊を ぃ╋¨[┿ ╇ ぁ]〈[┿╃｠ «╋¨]╉╁┿ - 〈[┿′╆╇〈 

- ╋¨]╉╁┿». 』. 2
11.40 «【╉〉[′｠╈ ╁¨‶[¨]»
12.05 》/《 «╁┿] ¨╅╇╃┿╄〈 ╂[┿╅╃┿′╉┿ ′╇╉┿′¨[¨╁┿»
14.00 «]¨╀｠〈╇ぅ»
14.30 〈/] «[¨╃╇′┿ ╅╃╄〈»
16.30 «╃╄╈]〈╁〉ぃ】╇╄ ╊╇『┿»
17.00 «‶ぅ〈｠╈ 〉╂¨╊»
17.35 «╁]╄ ¨ ╆┿╂¨[¨╃′¨╈ ╅╇╆′╇»
17.55 «╋╄╃. ぁ╉]‶╄[〈»
18.15 «╆┿』╄〈′┿ぅ ′╄╃╄╊ぅ»
18.30 》/《 «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╂¨╊╊╇╁〉╃╄»
20.30, 01.40 «]¨╀｠〈╇ぅ. ╇〈¨╂╇»
21.30 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «』〈¨!»
22.05 «′┿ ]〈[┿╅╄ ╆┿╉¨′┿»
22.25 «╁]╄ ¨ ╅.╉.》.»
22.45 «]╁¨╈ ╃¨╋»
23.00 ‶┿〈[〉╊を′｠╈ 〉』┿]〈¨╉
23.35 «[╄╆¨′┿′]»
00.00 ]〈〉╃╇ぅ ‶[╇╉╊ぃ』╄′╇╈
00.20 ‶[¨╂[┿╋╋┿ «7»
01.20, 04.55 «╁¨‶[¨] ] ‶[╇]〈[┿]〈╇╄╋»
02.50 》/《 «╀¨╊を【╇╄ ╋┿′╄╁[｠»
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24 ìàðòà
2011 ãîäà 13ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ  ÁÐ

ÀÍÊÉÇ
╃きうすさうえ"╉[╇〉【¨╁

‶さけょけかあっくうっ0"′ぇつぇかけ"ゃ"わ346"けす"4:"けおすはぉさは"4232"ゅけょぇ′ぇつぇかけ ゃ わ124 けす 28 けおすはぉさは 2010 ゅけょぇ. ‶さけょけかあっくうっ ゃ わ126-127, 129, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 144, 1,3,4, 10, 13, 16, 18, 24.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐ¨ÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹57 îò 15.03.2011
ÎÁ ÎÒÌÅÍÅ ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒÅËÜÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ (ÊÀÐÀÍÒÈÍÀ)  ÏÎ ÃÐÈÏÏÓ È ÎÑÒÐÛÌ ÐÅÑÏÈÐÀÒÎÐÍÛÌ 

ÂÈÐÓÑÍÛÌ ÈÍÔÅÊÖÈßÌ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ 
Íà îñíîâàíèè àíàëèçà ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà òåððèòîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðîâåäåííîãî 

òåððèòîðèàëüíûì îòäåëîì Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà 
â ã.Áåðåçîâñêîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, ñ 07.03.2011 ïî 13.03.2011 óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè ãðèïïîì è îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè 
âèðóñíûìè èíôåêöèÿìè ñðåäè íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà  ñíèçèëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ óðîâíåì ïðîøëîé íåäåëè â 1,9 ðàçà, ïîêàçàòåëü 
çàáîëåâàåìîñòè ñîñòàâèë 437,5 íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ. Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè â âîçðàñòíîé ãðóïïå 7-14 ëåò ñíèçèëñÿ â 1,3 ðàçà, â 
âîçðàñòíîé ãðóïïå 0-6 ëåò – â 1,9 ðàçà.

Ó÷èòûâàÿ ïðåäëîæåíèå â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îá îòìåíå îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (êàðàíòèíà) íà òåððèòîðèè 
Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ïî ã.Áåðåçîâñêîìó îò 14.03.2011 ¹01-05-17-09/658:

1.Îòìåíèòü îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ (êàðàíòèí) ïî ãðèïïó è îñòðûì ðåñïèðàòîðíûì âèðóñíûì èíôåêöèÿì íà òåððè-
òîðèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

2.Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî  ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 07.10.2010 ¹326 «Î ïðîâåäåíèè 
ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ãðèïïà â Áåðåçîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â ýïèäåìè÷åñêèé 
ñåçîí 2010/2011 ãîäîâ» è îò 08.02.2011 ¹23 «Î ââåäåíèè îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé (êàðàíòèíà) ïî ãðèïïó è ÎÐÂÈ â Áåðåçîâ-
ñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå â ýïèäåìè÷åñêèé ñåçîí 2010/2011 ãîäîâ».

3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå «Áåðåçîâñêèé ðàáî÷èé».
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà                 È.Â.ÊÀÐÏÎÂ                                                                                

      ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÁÅÐ¨ÇÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹64 îò 17.03.2011 
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ÎÊÀÇÀÍÈÅ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ ÎÐÈÅÍÒÈÐÎÂÀÍÍÛÌ 

ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÈÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îò 19.05.95 ¹82-ÔÇ «Îá îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ», îò 12.01.96 ¹7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ», 
ðåøåíèåì Äóìû Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 23.12.2010 ¹185 «Îá óòâåðæäåíèè áþäæåòà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 
2011 ãîä», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 09.11.2009 ¹472 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå 
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ñóáñèäèé íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ áþäæåòíûìè è 
àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè», â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé:

1.Óïðàâëÿþùåé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè Áåðåçîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Î÷êàíîâîé Ñ.Â. îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñíîãî îòáîðà 
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ぅ, おけくっつくけ, ゃっすっさぇく, くけ ‶ぇかくぇ う ]かぇゃぇ – ねすけ 
ゃっすっさぇくに うい ゃっすっさぇくけゃ, しすけかぬおけ くっ すけかぬおけ くっ 
さぇぉけすぇのす, くけ う ょぇあっ くっ あうゃせす. 〈ぇお つすけ こけさぇ う 
つっしすぬ いくぇすぬ, こせしすぬ きけかけょけしすぬ ゃょゃけひき こけゃしこけきう-

くぇのす, うき かうてくうっ せてう くう お つっきせ. 
– ‶さけたけょう, ╊ひくっつおぇ, ぉっさう しすせかぬつうお, – こけおぇ-

いぇかぇ あっしすけき ょうさっおすさうしぇ くぇ おけかつっくけゅけっ つせょけ-

ゃうとっ ゃけいかっ しすっくおう, – ┿ すに, ‶ぇてぇ, くっ すけさけこうしぬ: 
こけしうょう っとひ つせすけお しけ しすぇさうおぇきう. ╃ぇ こさうしぇあう-

ゃぇえしは すに, つすけ ゃしすぇか?
ぅ しきせとひくくけ こけょゃうくせか しすせか ぉせたゅぇかすっさせ:
– ╇いゃうくう, ╊っけくうょ, つすけ くぇいにゃぇか すっぉは ]かぇゃけえ, 

くけ すぇお ゃしっ あっ すぇお くぇいにゃぇかう. ╇いゃうくう. ]っえつぇし, は 
すっぉっ さのきけつおせ ょけしすぇくせ, こさうしぇあうゃぇえしは. ‶さはくうおう 
ぉっさう, せゅけとぇえしは, けくう くっ きけう, くけ しゃっあうっ.

‶けさけいけゃっゃてぇは こけしかっ しこうさすぇ ‶ぇかくぇ たけたけす-

くせかぇ:
– ┿ つすけ, きけう けぉはいぇすっかぬくけ つひさしすゃにきう ょけかあくに 

ぉにすぬ ょぇ くっしゃっあうきう? ′せ, すに う たぇき, ‶ぇてっくぬおぇ. 
′っ いくぇかぇ ぉに すっぉは, こしうくせの ょせてせ, けぉうょっかぇしぬ 
ぉに, – う ゃょさせゅ こけおけしうかぇしぬ くぇしすけさけあっくくけ, – ╇かう, 
くうおぇお, すに おせょぇ しけぉさぇかしは? ┿ くせ, けすゃっつぇえ, おけゅょぇ 
すっぉは しすぇさてうっ しこさぇてうゃぇのす.

ぅ, っとひ ぉけかっっ しきせとっくくにえ, ゃっさくせかしは くぇ しゃけひ 
きっしすけ:

– ′うつっゅけ-すけ けす ゃぇし くっ せすぇうてぬ.
– ]うきこぇすうつくぇは?
– ╃ぇ は くっ いぇ ねすうき! ぅ ╃けぉさけゅけ こけおぇいにゃぇすぬ! – 

う ゃょさせゅ こけつせゃしすゃけゃぇか, つすけ くっおけくすさけかうさせっきけ 
おさぇしくっの, おぇお ゃ のくけしすう.

– ぁすけ たけさけてけ, – おうゃくせかぇ たけいはえおぇ, – 〈けゅょぇ 
ょぇゃぇえ っとひ こけ こはすぬょっしはす ょかは たさぇぉさけしすう, う うょう 
しゃけっゅけ こしぇ こけおぇいにゃぇすぬ. ╃ぇ しぇき-すけ たけすぬ こさうつっ-

てうしぬ, ぇ すけ ゃにゅかはょうてぬ, おぇお こせゅぇかけ けゅけさけょくけっ. 
〈ぇお, ゃにこうか? 〈っこっさぬ けすけえょう ゃ ちっくすさ, う こけおぇ-

あうしぬ きくっ, しすぇさけえ こっさっつくうちっ, – う つっさっい きうくせすせ 
しおっこすうつっしおけゅけ さぇいゅかはょにゃぇくうは, おけゅょぇ きくっ しすぇかけ 
せあっ しけゃしっき くっ こけ しっぉっ, ゃいょけたくせかぇ, – ぅ あっ すっぉっ 
きぇすっさうぇかぬくせの こけきけとぬ ゃにょぇかぇ, う つすけ? ‶けしきけ-

すさう すけかぬおけ くぇ しゃけう ぉけすうくおう! – は こけてっゃっかうか 
こぇかぬちぇきう くけゅ: ょぇ, こさぇゃにえ ぉぇてきぇお くぇゅかけ ょっきけく-

しすさうさけゃぇか, つすけ けく ょぇゃくけ せあっ たけつっす くっ っしすぬ, ぇ 
うきっくくけ あさぇすぬ おぇてう, – ′っきっょかっくくけ おせこう くけゃにっ! 
〈に しっえつぇし ゃ おぇおせの しすけさけくせ うょひてぬ?

– ╁ すせ, くせ, お ねすうき, – う こけゃっさすっか させおけえ せ 
ゃうしおぇ.

– ╁けす けくけ おぇお, – いぇおせさうかぇ くぇつぇかぬくうちぇ, – 
╆くぇつうす, う ゃこさぇゃょせ くっす たせょぇ ぉっい ょけぉさぇ. ╊ぇょくけ, 
‶ぇてぇ, いぇたけつってぬ – しぇき さぇししおぇあってぬ. ┿ すっこっさぬ 
うょう, すけかぬおけ こさけ ぉけすうくおう くっ いぇぉせょぬ, ょぇ ぉさのおう 
こけつうしすう. ╃っくぬゅう-すけ っしすぬ?

– ╃ぇ っしすぬ, – こけしこってうか は こけぉにしすさっっ, こけおぇ っとひ 
おぇおせの ゅぇょけしすぬ くっ しおぇいぇかう, さっすうさけゃぇすぬしは うい おぇ-

ぉうくっすぇ, – ╃け しゃうょぇくうは ゃしっき, ょけ いぇゃすさぇ.
╁けす ゃっょぬ こさうしすぇかぇ! ′け ゃっょぬ けくぇ ゃ つひき-すけ こさぇ-

ゃぇ: すぇおうっ ぉけすうくおう くぇ しぇきけき ょっかっ ょぇあっ ぉけきあ, う 
すけす くっ こけょぉっさひす. ‶けさにゃてうしぬ ゃ つせかぇくっ, けすにしおぇか 
しすぇさせの いぇきにいゅぇくくせの とひすおせ う こけてひか ゃ せきに-

ゃぇかぬくうお. ╉けっ-おぇお こさうゃっょは てすぇくに ゃ けすくけしうすっかぬ-

くにえ こけさはょけお, ゃっさくせかしは お おかぇょけゃおっ. 』っゅけ いょっしぬ 
せ くぇし すけかぬおけ くっ ぉにかけ! ╇ しすぇさにっ こっすかう, せょぇゃおう う 
しぇつおう, さぇいくにっ しぇきけょっかぬくにっ こさうしこけしけぉに, おせつう 
ゃっすたけえ ゅさはいくけえ けょっあょに う こさけつうえ たかぇき. ′け は 
さにかしは しけゃしっき ゃ ょさせゅけえ おせつっ: きくっ ぉにか くせあっく 
こさうかうつくにえ けてっえくうお う おさっこおうえ こけゃけょけお: くっ 
ゃしっ しけぉぇつおう しけゃしっき せあ ぉっいょけきくにっ, こけこぇょぇのす 
こけさけえ けつっくぬ ょぇあっ せたけあっくくにっ, こさう こさうかうつくけえ 
ぇきせくうちうう. ¨てっえくうお は ゃにぉさぇか おけあぇくにえ, おけさうつ-

くっゃにえ, し かぇすせくくにきう いぇおかひこおぇきう, こさけてうすにえ 
あひかすにきう すけかしすにきう くうすおぇきう, う かひゅおうえ こはすうきっ-

すさけゃにえ すおぇくっゃにえ こけゃけょけお しうくっゅけ ちゃっすぇ: ゃしっ 
つひさくにっ, お しけあぇかっくうの, ぉにかう おけさけすおうっ. ┿ は くっ 
こしうた, つすけぉに ゃしかっょ いぇ ╃けぉさにき ょけ おぇあょけゅけ ょっさっ-

ゃぇ ぉっゅぇすぬ, ぇ こはすう きっすさけゃ しゃけぉけょに っきせ いぇ ゅかぇいぇ 
たゃぇすうす: う こけょ おけくすさけかっき, う くっ けぉさっきっくうすっかぬくけ. 
〈とぇすっかぬくけ ゃしひ しこけかけしくせゃ こけょ おさぇくけき, さぇいかけ-

あうか くぇ しおぇきっっつおっ こっさっょ ゃたけょけき: こせしすぬ しけたくっす. 
┿ は こけおぇ こけえょせ, こけしきけすさの, つすけ きせあうおう ょっかぇ-

のす. ¨くけ, さぇいせきっっすしは, う すぇお こけくはすくけ, くけ ゃっょぬ 

ょっかぇすぬ-すけ つすけ-すけ くぇょけ? ′せ, ょぇ: こさっょつせゃしすゃうは 
きっくは くっ けぉきぇくせかう – けこはすぬ てぇてかにお-ぉぇてかにお. 
╇ せあっ つっすにさっ ぉぇておう. ╇き つすけ, ゃつっさぇ すさひた くっ 
たゃぇすうかけ? ╁け こさけゅかけすに! 》けすは: しこうさすぇ しっゅけょくは 
たけすぬ せこっえしは, ぇ, っしかう つすけ, きけあくけ う こけょ おせしすうおけき 
こっさっくけつっゃぇすぬ: しっえつぇし すっこかけ, ゃ おせさすけつおっ ょぇあっ 
あぇさおけゃぇすけ.  ′け ゃっょぬ あぇさ おけしすっえ くっ かけきうす? ] 
つぇしけお こけしかせてぇゃ ぇくっおょけすに, ょぇ さぇいくにっ ぉぇえおう, 
さぇしこさけとぇかしは しけ ゃしっきう う こけすけこぇか ゅけすけゃうすぬ ╃け-

ぉさけゅけ お ゃにたけょせ ゃ しゃっす. ╃け てっしすう っとひ ぉけかぬてっ 
すさひた つぇしけゃ けしすぇかけしぬ, くけ ゃっょぬ きけあくけ こけゅせかはすぬ う 
こけょけかぬてっ? ぅ ょせきぇの, こひし くうつっゅけ こさけすうゃ うきっすぬ 
くっ ぉせょっす. ¨すおさにゃ おかっすおせ, こけょけあょぇか, こけおぇ けく 
こさけぉさけょうすしは くぇ いぇきせしけさっくくけえ かせあぇえおっ.  ‶ぇか-

くぇ ゅけゃけさうかぇ, つすけ ゃ しけゃっすしおうっ ゃさっきっくぇ おぇあょせの 
ゃっしくせ けくう いょっしぬ しせぉぉけすくうお せしすさぇうゃぇかう, ょぇ ゃしひ ゃ 
ぉけあっしおうえ ゃうょ こさうゃけょうかう, すっこっさぬ-すけ せあっ くっ ょけ 
ねすけゅけ: くっす ょせさくにた いぇ ぉっしこかぇすくけ さぇぉけすぇすぬ. ′け, 
こけかけあぇ させおせ くぇ しっさょちっ, ゅかはょは くぇ ねすけす ぉぇさょぇお, は 
あぇかっの, つすけ しせぉぉけすくうおう けすきっくうかう. 

‶けおぇいぇか こけょけてっょてっきせ こしはおせきせ けてっえくうお: 
«′さぇゃうすしは?». 〈けす こけくのたぇか, こさうしきけすさっかしは, いぇ-

すっき, こけゅかはょにゃぇは くぇ きっくは, しっか. ╇ つすけ きに きけか-

つうき? ぅ こけくのたぇか ゃしかっょ いぇ くうき: くけさきぇかぬくけ 
ゃさけょっ こぇたくっす, おけあっえ, ぇ くっ たうきうっえ ょってひゃけえ. ┿, 
くさぇゃうすしは-くっ くさぇゃうすしは, くけしう, きけは おさぇしぇゃうちぇ. ╇ 
は けょっか けてっえくうお すけきせ くぇ てっの. ╃けぉさにえ しくぇつぇかぇ 
くっょけせきっくくけ こけおさせすうか てっっえ, いぇすっき, ゃしすぇゃ, けす-
さはたくせかしは, おぇお こけしかっ おせこぇくうは, う ゃうかぬくせか けぉさせぉ-

おけき, とっさはしぬ. 
– 』すけ, ╃けぉさにえ, しけしおせつうかしは こけ けてっえくうおせ? 

– こけゅかぇょうか は っゅけ, – ぁた, こしうくぇ, お たけさけてっきせ-すけ 
こさうゃにおぇすぬ かっゅおけ, ぇ ゃけす けすゃにおぇすぬ – せゃに! ぅ, お 
こさうきっさせ, すけあっ こさうゃにお お しゃけっえ さぇぉけすっ, ぇ さぇい-
ゃっ ねすけ たけさけてけ? ′け けすゃにおぇすぬ, ぉさぇす, ゃしひ さぇゃくけ 
くっ たけつっすしは, すぇおぇは ゃけす こっすさせておぇ. ]おぇあってぬ, つすけ 
ねすけ けぉにつくぇは つっかけゃっつっしおぇは ゅかせこけしすぬ? [ぇぉしおぇは 
こしうたけかけゅうは? ┿ しぇき すけゅょぇ つっゅけ すぇお けてっえくうおせ 
さぇょせってぬしは? 』すけ, くっす せ すっぉは けすゃっすぇ? 〈け-すけ あっ. 
╁しひ, こけてかう しょぇゃぇすぬしは, – う, いぇしすっゅくせゃ おぇさぇぉうく 
こけゃけょおぇ くぇ けてっえくうおっ, こけてひか し くうき お ゃにたけょせ うい 
ねすけえ こけしすにかけえ, くけ ぉかういおけえ う こさうゃにつくけえ «しけ-

ぉぇつぬっえ こさうしすぇくう». 
╋せあうおう, せゃうょっゃ くぇし, いぇしゃうしすっかう う いぇけさぇかう 

くっゃっしすぬ つすけ くぇこっさっぉけえ, くけ くぇき し ╃けぉさにき ぉにかけ 
くぇ ねすけ くぇこかっゃぇすぬ: こひし ゅけさょけ てひか さはょけき, ょぇあっ う 
ぉさけゃぬの ゃ うた しすけさけくせ くっ こけゃひか. ぅ, せしきったくせゃてうしぬ, 
すけあっ くっ けゅかはくせかしは, う かうてぬ さぇしこさぇゃうか こかっつう う 
ゃにこさはきうか しこうくせ. 』すけ あっ しけ きくけえ ねすぇ しけぉぇおぇ ょっ-

かぇっす? 〈ぇお し ゅけょうお し くうき こけゅせかはってぬ – う ゃけゃしっ 
くぇ ょゃけさはくうくぇ ぉせょってぬ こけたけあ. 》けすは, きけあっす, けくけ う 
くっこかけたけ, ぇ すけ は しぇき しっぉっ ゃ いっさおぇかっ けつっくぬ ょぇあっ 
くっ くさぇゃかのしぬ: くっ ゃこけかくっ けこさはすくにえ きせあうお しさっょ-

くうた かっす, いぇせさはょくにた せきしすゃっくくにた しこけしけぉくけしすっえ ゃけ 
ゃいゅかはょっ, ょぇ っとひ う し けぉおせしぇくくにきう くけゅすはきう. 》けさけ-

てけ たけすぬ, こっさっゅぇさ いっさおぇかけ すっぉっ くっ ゃけいゃさぇとぇっす, 
ぇ すけ ぉにか ぉに う ゃけゃしっ おぇさぇせか. 〈け かう ょっかけ しっえつぇし: 
ゅけさょけ こけょくはすぇは ゅけかけゃぇ, おぇお せ ょけぉっさきぇくぇ, ちっこ-

おうえ, くけ くっ くぇしすけさけあっくくにえ ゃいゅかはょ, う すゃひさょにえ, 
せゃっさっくくにえ  てぇゅ. ′っす, ゃしひ-すぇおう こさうょひすしは しっゅけょ-

くは おせこうすぬ ぉけすうくおう, こさぇゃうかぬくけ しおぇいぇかぇ ‶ぇかくぇ, 
ょっくぬゅう-すけ ゃしひ さぇゃくけ けす っひ こけきけとう けしすぇかうしぬ. ┿ 
いぇゃすさぇ, こけしかっ ╁ぇくぬおう, おせこかの しっぉっ ょあうくしに, ゃけす! 
╇ ぉせょっき きに し ╃けぉさにき ゅせかはすぬ, おぇお くけさきぇかぬくにっ 
かのょう, ぇ くっ おぇお せいくうおう こっさっょっさあおう. 

 ′ぇ ゃしひき こせすう しかっょけゃぇくうは は こさうしきぇすさうゃぇか-

しは お けぉなはゃかっくうはき: ゃしっゅけ けょくけ けぉけさゃぇくけ. ┿ は-すけ 
ょぇあっ う くっ こさっょせこさっょうか ‶ぇかくせ, つすけ きけゅせす いゃけ-

くうすぬ, ょせさぇお! 》けすは けくぇ, は ょせきぇの, こけえきひす, っしかう 
つすけ. 〈ぇお, ゃけす う けぉせゃくけえ きぇゅぇいうく. ぅ こさうしっか くぇ 
あぇかおうっ, こけかけきぇくくにっ ゃぇくょぇかぇきう, けしすぇくおう しおぇ-

きっっつおう くっょぇかっおけ けす くぇしすっあぬ けすおさにすけゅけ ゃたけょぇ う 
こけつっしぇか こしぇ いぇ せたけき:

– ╃けぉさにえ, きくっ けぉせゃおせ こけきっくはすぬ くぇょけ. ′っ こけ-

くうきぇってぬ? ┿ すに ゃいゅかはくう ゃけす くぇ ねすけす ぉけすうくけお, 
– こひし こけしきけすさっか, ょぇあっ こけくのたぇか. – ╃ぇ, すっぉっ ねすけ 
しかけあくけ けぉなはしくうすぬ. ′け ゃっょぬ う すに くっ かのぉうてぬ, 
おけゅょぇ せ すっぉは かぇこに きけおさにっ, すぇお? ┿ せ きっくは ょぇあっ 
てっさしすう くぇ くけゅぇた くっす, う きけう かぇこおう けす ねすけゅけ きひさい-

くせす. ╃ぇ う ゃにゅかはあせ は ゃ ねすうた, ういゃうくう いぇ ゃにさぇあっ-

くうっ, ゅけゃくけしすせこぇた, しけゃしっき せあ こかけたっくぬおけ. 〈に ゃけく 
う ぉっい けぉせゃう おさぇしうゃにえ, ぇ きくっ すっこっさぬ つすけ, ぉけしう-

おけき たけょうすぬ? ┿ すに いくぇってぬ, つすけ は せあっ し ′けゃけゅけ 
ゅけょぇ くけあくうちに くぇえすう くっ きけゅせ? ′ぇ させおぇた-すけ ゃけす 
くけゅすう けぉおせしにゃぇの, ぇ し くけゅぇきう おぇお こさうおぇあってぬ 
ぉにすぬ? ╇いゃうくう, くけ は – くっ えけゅ, くっ ょけすはゅうゃぇのしぬ. 
╇, くけ ねすけ せあっ きっあょせ くぇきう, いくぇってぬ, つすけ は こさうょせ-

きぇか? ぅ くぇ ぉぇかおけくっ おせしぇつおう くぇてひか! ′け ゃしひ さぇゃくけ 
ゃにゅかはょうす おぇお-すけ くっ すぇお, くっさけゃくけ. 〈ぇお つすけ しうょう 
いょっしぬ う あょう きっくは, こけおぇ は くっ ゃにえょせ, たけさけてけ? 
╁っょう しっぉは すうたけ, くっ かぇえ, う くっ ょひさゅぇえしは, は すっぉは 
ゃしひ さぇゃくけ お しおぇきっえおっ こさうゃはいぇか, – う, ゃにおうくせゃ 
ゃ こっさっこけかくっくくせの せさくせ けおせさけお, しおけきぇくょけゃぇか: – 
╅ょぇすぬ!

‶ひし すせす あっ しっか, う くっ しゃけょうか し きっくは ゃいゅかはょぇ, 
こけおぇ は くっ しおさにかしは ゃ きぇゅぇいうくっ. ぅ ゃにゅかはくせか ういくせ-

すさう こけきっとっくうは しおゃけいぬ ゃうすさうくせ: しうょうす, しけしさっ-

ょけすけつっくくけ くぇ ゃにたけょ しきけすさうす. ╋けかけょっち! 〈っこっさぬ 
きけあくけ う こけしきけすさっすぬ, つすけ せ くうた すせす っしすぬ. ╃ぇ, 
ょぇゃくっくぬおけ は くっ こけおせこぇか けぉせゃぬ: ょぇあっ くっ いくぇの, 
おぇおぇは けくぇ ょけかあくぇ ぉにすぬ, う しおけかぬおけ ねすけ しすけうす. 
]ゃけの-すけ «〉さぇかけぉせゃぬ» は っとひ ゃ さぇくくうっ ╂けさぉぇ-

つひゃしおうっ ゃさっきっくぇ こけおせこぇか, ょぇ う すけ くっ こけきくの, 
しおけかぬおけ けくぇ しすけうかぇ. ╆ぇすけ すけゅょぇ こけつすう くうおぇおけゅけ 
ゃにぉけさぇ くっ ぉにかけ, ぇ すせす ゃけく しおけかぬおけ しさぇいせ, う くっ-

こけくはすくけ, くぇ つひき けしすぇくけゃうすぬしは. 』すけぉに こっさっゃっ-

しすう ょせた, っとひ さぇい こけしきけすさっか くぇ ╃けぉさけゅけ: しうょうす, 
あょひす, せておう くぇ きぇおせておっ. 

– ╁ぇき こけきけつぬ? – くっけあうょぇくくけ さぇいょぇかしは ゅけかけ-

しけお いぇ しこうくけえ.
– 』すけ? ╋くっ? ┿, ょぇ, っしかう きけあくけ, – う しきせすうか-

しは, – 〈けかぬおけ は くっ いくぇの, つすけ ゃにぉさぇすぬ: きくっ ぉに 
つすけ-くうぉせょぬ かひゅけくぬおけっ, くけ つすけぉに くっ こさけきけおぇかけ, 
つすけぉに う くぇ さぇぉけすせ, う こけゅせかはすぬ きけあくけ ぉにかけ. 

– ┿ ゃに おっき さぇぉけすぇっすっ? – しこさけしうかぇ おせさくけしぇは 
こさけょぇゃとうちぇ.

– ]ぇきう こけしきけすさうすっ, – う こけおぇいぇか っえ しおゃけいぬ 
しすっおかけ くぇ しゃけっゅけ ょけぉうおぇ, – 〈ぇおうた ゃけす ょさっししう-

させの, すぇお つすけ けぉせゃぬ せくうゃっさしぇかぬくぇは くせあくぇ. 
– ぁすけ ゃぇて? – こさうゅかはょっかぇしぬ すぇ. 
– ぅ あっ ゃぇき しおぇいぇか: ょさっししうさせの, – けすつっゅけ-すけ 

しけ いかけえ さっゃくけしすぬの しおぇいぇか は, くけ こっさっしうかうか ねすけ 
ゅかせこけっ つせゃしすゃけ,  – ¨く こけおぇ くうつっえ, ゃ たけさけてうっ 
させおう けすょぇき. ╁うょうすっ, おぇおけえ こけしかせてくにえ? – [はょけき 
きせあうお しうょうす, ゃしひ いぇゅけゃけさうすぬ し くうき こにすぇっすしは, 
ぇ ╃けぉさけきせ たけすぬ ぉに たくに, こかっゃぇすぬ けく くぇ くっゅけ 
たけすっか. ╊うてぬ ぉに すけす こさうしすぇゃぇすぬ くっ くぇつぇか, ぇ すけ 
ょせさぇおけゃ けく う こさうおせしうすぬ きけあっす.

– ┿ ╃けぉさにえ – ねすけ すぇお しけぉぇおせ いけゃせす?
– ぁすけ くっ こさけしすけ しけぉぇおぇ, けく – ぉさうかかうぇくす ゃ しけ-

ぉぇつぬっき ちぇさしすゃっ. ╋けあっす, ゃけいぬきひすっ?
– ╃ぇ つすけ ゃに, – けすきぇたくせかぇしぬ けくぇ, – ぅ しけぉぇお し 

ょっすしすゃぇ ぉけのしぬ, こけえょひきすっ かせつてっ けぉせゃぬ ゃぇき ゃに-

ぉうさぇすぬ. ╇かう ゃに こっさっょせきぇかう? 〉 くぇし たけさけてぇは, ぇ 
こかけたせの は ゃぇき しけゃっすけゃぇすぬ くっ ぉせょせ.

╇ こさぇゃょぇ: けくぇ しさぇいせ しおぇいぇかぇ, つすけ くぇ おうすぇえ-

しおうえ «┿ぉうぉぇし» う こさけつせの っさせくょせ ょぇあっ しきけ-

すさっすぬ くっ しすけうす, う けゅさぇくうつうかぇ ゃにぉけさ こけかせすけさぇ 
ょっしはすおぇきう ゃぇさうぇくすけゃ. ぅ けこはすぬ-すぇおう ょけかゅけ きっ-

すぇかしは きっあょせ こけかけお: きくっ くさぇゃうかうしぬ «]ぇかぇきぇく-

ょさに» さけししうえしおけゅけ こけてうゃぇ う おさけししけゃおう «′ぇえお», 
こけかぬしおうっ, くけ, おぇお いぇゃっさはかぇ きっくは ねすぇ おせさくけしぇは, 
かうちっくいうけくくにっ う けつっくぬ ょぇあっ おぇつっしすゃっくくにっ. 
╀けすうくおう きくっ くさぇゃうかうしぬ ぉけかぬてっ, くけ おさけししけゃおう 
ぉにかう きはゅつっ う かっゅつっ, つすけ う こさっょさってうかけ ゃにぉけさ:

– ╀っさせ おさけししけゃおう.
『っくぇ けおぇいぇかぇしぬ せょさせつぇのとっ ゃにしけおけえ, くけ は ゃしひ 

あっ ゃにかけあうか ょっくぬゅう, う し ゅさせしすぬの こさけ しっぉは おけく-

しすぇすうさけゃぇか, つすけ しさっょしすゃ せ きっくは ゃ おぇさきぇくっ けしすぇ-

かけしぬ かうてぬ くぇ こぇさせ こうさけあおけゃ う こぇつおせ しうゅぇさっす. 
′け ょぇ ねすけ くうつっゅけ: いぇさぇぉけすぇっき, う たゃぇすうす ょせきぇすぬ 
けぉ けょくけき かうてぬ あっかせょおっ, こけさぇ こけさぇいきにしかうすぬ う 
くぇょ すっき, おぇお は ゃにゅかはあせ. ╁にぉさけしうゃ しすぇさにっ ぉけ-

すうくおう ゃ せさくせ, こけょけてひか お ╃けぉさけきせ:
– 》けさけてうえ きぇかぬつうお, たけさけてけ あょぇか. ┿ は ゃけす, 

おさけししけゃおう しっぉっ おせこうか. ′さぇゃはすしは? – こひし くっょけ-

ゃっさつうゃけ こけくのたぇか, つうたくせか, う ゃけこさけしうすっかぬくけ 
こけしきけすさっか くぇ きっくは, – ′うつっゅけ しすさぇてくけゅけ, つすけ 

きくけえ こけおぇ くっ こぇたくせす, つっさっい こぇさせ ょくっえ, っしかう 
くけしおう くっ きっくはすぬ, うた けす しすぇさにた う くっ けすかうつうすぬ 
ぉせょっす. ╃けぉさにえ, お すっぉっ ねすけす きせあうお くっ しかうておけき 
こさうしすぇゃぇか? ┿ すに さうしおけゃにえ, いっきかはお, – けぉさぇすうか-

しは は せあっ お しけしっょせ こけ しおぇきっえおっ, – ¨く あっ きけゅ 
すっぉは, おぇお ゅさっかおせ, こけさゃぇすぬ. ぁすけ おぇお ょゃぇ こぇかぬちぇ 
けぉ ぇしそぇかぬす.

– ╉けゅけ? ╋っくは?! – こぬはくけ ゃけいきせすうかしは すけす, – ╃ぇ 
は ゃ ╁╃╁ しかせあうか! 

– ╇ つすけ? ╊ぇょくけ, くっ おぇお ゅさっかおせ, ぇ おぇお すっかぬ-

くはておせ, おぇおぇは さぇいくうちぇ? ╊ぇょくけ, きに こけてかう けす 
ゅさったぇ こけょぇかぬてっ, ぇ すけ けすゃっつぇえ こけすけき いぇ すっぉは. 
‶けおぇ, いっきっかは. 

– ぁす-すけ すに おせょぇ? – ゃけいきせすうかしは すけす, – ╃ぇ きくっ… 
– う こけすはくせか ぉにかけ させおせ お ╃けぉさけきせ.

》けさけてけ, つすけ は ょっさあぇか すけゅけ いぇ けてっえくうお, ぇ くっ 
いぇ こけゃけょけお: しぇきけえ きぇかけしすう くっ たゃぇすうかけ, つすけぉに 
いせぉに しけきおくせかうしぬ せ くっゅけ くぇ こぇかぬちぇた. ╁ ╃けぉさけき 
きけきっくすぇかぬくけ こさけしくせかしは いゃっさぬ: ゃしおけつうか, くぇ 
けぉうょつうおぇ さゃひすしは し すぇおけえ しうかけえ, つすけ うい-いぇ しょぇ-

ゃうゃてっゅけ てっの けてっえくうおぇ せあっ ょぇあっ くっ さにつうす, 
ぇ たさうこうす. ′け おぇおけゃけ いさっかうとっ! ╂かぇいぇ ぉかっとせす 
はさけしすぬの, こぇしすぬ けしおぇかっくぇ, ゃっしぬ くぇこさはあひくくにえ, 
おぇお しすさっかぇ ゃ こけかひすっ, う てっさしすぬ ゃょけかぬ たさっぉすぇ 
ょにぉけき: おさぇしけすぇ! ぅ っとひ くっきくけあおけ こけかのぉけゃぇかしは 
こしけき, いぇすっき こっさっゃひか ゃいゅかはょ くぇ こけぉかっょくっゃてっゅけ 
╁╃╁てくうおぇ, う こけくはか, つすけ おけくちっさす いぇおけくつっく:

– 《せ! ╃けぉさにえ, そせ! ]うょっすぬ! 
╃けぉさにえ, こけさにおうゃぇは, こけょつうくうかしは, くけ ゃいゅかは-

ょぇ し せしおけかぬいくせゃてっえ あっさすゃに くっ しゃけょうか. ╋せあうお 
しこかのくせか, う, ぉけさきけつぇ させゅぇすっかぬしすゃぇ (ゃっさくっっ, 
ゃしっゅけ けょくけ, つすけ くぇ ぉせおゃせ «ぉ», しかけゃくけ っゅけ いぇっかけ 
くぇこけょけぉうっ うしこけさつっくくけえ こかぇしすうくおう), けこっさぇ-

すうゃくけ しおさにかしは いぇ せゅかけき ょけきぇ. 〈ぇお っきせ う くぇょけ: 
ゃこさっょぬ せきくっっ ぉせょっす. ╋けあっす ぉにすぬ. ′け つすけ ねすけす 
けしおぇか けく しっゅけょくは ゃけ しくっ せゃうょうす – ねすけ くぇゃっさ-

くはおぇ. ╁いはゃ こしぇ くぇ おけさけすおうえ こけゃけょけお, こけゃひか 
っゅけ ゃ しすけさけくせ ぉけかぬくうちに. ╁いゅかはくせか くぇ つぇしに: 
っとひ ぉけかぬてっ つぇしぇ けしすぇかけしぬ. 』っき ぉに いぇくはすぬしは? 
╃ぇ, は  あっ たけすっか こかのてっお くぇ けしすぇゃてうっしは ょっくぬ-

ゅう おせこうすぬ, すぇお う こけえょひき, おせこうき. ‶さうゃはいぇゃ こしぇ 
お すけこけかの こけょぇかぬてっ けす くっさぇいせきくにた こさけたけあうた, 
こさうおぇいぇか っきせ あょぇすぬ う こけてひか ゃ かぇさひお. ╃ぇ せあ, 
うきっくくけ くぇ しうゅぇさっすに う こぇさせ こうさけあおけゃ し さうしけき 
ょっくっゅ う けしすぇかけしぬ, ょぇあっ くっ すけ, つすけ くぇ こうゃけ, くぇ 
きうくっさぇかおせ ゃ おぇさきぇくっ くっ たゃぇすぇっす. ╊ぇょくけ, こっさっ-

ぉぬひきしは こけ-こさけしすけきせ, ゃしせたけきはすおせ. ] こけおせこおぇきう 
ゃっさくせかしは お ょっさっゃせ:

– ╋けかけょっち, ╃けぉさにえ, あょぇすぬ たけさけてけ, – う けすかけ-

きうか っきせ おせしけつっお けす こうさけあおぇ, – ╆ぇしかせあうか, かけ-

こぇえ. ¨しすぇかぬくけっ – くぇ こけすけき, ゃきっしすっ ょけっょうき. 』すけ, 
こけてかう, こけしきけすさうき, おぇお けくけ すぇき, ゃけ ょゃけさうおっ? – う 
きに こけてかう ゃけ ょゃけさ, けゅうぉぇは  ょけき しこさぇゃぇ, – ┿ ゃけす 
いぇ ねすうきう ゃけさけすぇきう, ╃けぉさにえ, くぇて ょさせゅ ]ぇておぇ 
かっつうすしは. 〈に こけきくうてぬ ]ぇておせ-けつおぇさうおぇ? – は こさう-

かけあうか お ゅかぇいぇき しけきおくせすにっ ゃ おさせゅ こぇかぬちに, – ╃ゃっ 
くけつう おけすけさにえ し すけぉけえ ゃ けょくけえ おかっすおっ おせおけゃぇか? 
]かせてぇえ, こしうくぇは きけさょぇ, ぇ きけあっす, きに っゅけ こさはきけ 
しっえつぇし くぇこぇさせ くぇゃっしすうき? – ゃけいくうおかぇ せ きっくは 
うょっは, –  [はょけき あっ しけゃしっき, ょぇ う ゃさっきっくう せ くぇし 
っとひ せえきぇ, ゃょさせゅ こせしすはす? ‶さうおうくってぬしは きっょぉさぇ-

すけき, う ゃしっ ょっかぇ, ゃに あっ, つすけ しけぉぇおう, つすけ ゃけかおう,  
ゃしっ けぉけさけすくう? ‶けこさけぉせっき? ¨く あっ くぇゃっさくはおぇ けぉ-

さぇょせっすしは. 』っゅけ すけゅょぇ っとひ あょひき, ゅけゃけさうてぬ? ‶け-

くはか: こけてかう, ゅょっ くぇてぇ くっ こさけこぇょぇかぇ.
′け ゃけいかっ てかぇゅぉぇせきぇ くぇし ゃしひ-すぇおう けしすぇくけゃうか 

ゃにてっょてうえ うい しゃけっえ ぉせょおう けたさぇくくうお:
– ╁に ねすけ おせょぇ し しけぉぇおけえ? ╆ぇこさっとっくけ.
– 〈ぇお は あっ お ぃさっ, – ょっかぇの は けいぇぉけつっくくせの, 

ょっかけゃせの, そういうけくけきうの, – ╉ ぃさうの ╄ゃゅっくぬっゃうつせ, 
お ょけおすけさせ. ]けぉぇおせ こけおぇいぇすぬ. ] せすさぇ は しっゅけょくは 
くぇ きぇてうくっ こさうっいあぇか, すに あっ しぇき くぇき おぇかうすおせ 
けすおさにゃぇか, こけきくうてぬ? 

– ┿, こけくはか, – し しけきくっくうっき こけしきけすさっか けく くぇ 
こしぇ, – [ぇい お ょけおすけさせ, すけゅょぇ うょう. ╄しかう つすけ, は すっぉは 
くっ ゃうょっか.

– ′っす ぉぇいぇさぇ, – こけょょひさくせか は こけゃけょけお, う, こけおぇ 
すけす くっ こっさっょせきぇか, こけしこってうか お おけさこせしぇき ゃゅかせぉぬ 
すっささうすけさうう ぉけかぬくうつくけゅけ おけきこかっおしぇ.



• ╋ぇししぇあうしすおう. 8-953-38-90-569.
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• ╁けょうすっかう ゃ すぇおしう, くぇ «╁┿╆». 
8-922-14-79-096.
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• ]さけつくけ すさっぉせっすしは しかっしぇさぬ こけ 
すった. けぉしかせあうゃぇくうの 〈-170, い/こ 25 
す.さ. 8-912-23-55-597.
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• ╉けかぬとうおう ょさけゃ. 8-961-57-36-475.
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• ┿ゅっくす こけ さっおかぇきっ. 4-40-56.
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• ¨¨¨ «》ぇさけく» すさっぉせっすしは ゃけょう-
すっかぬ. 8-922-15-12-760.

[╄╉╊┿╋┿

• [ぇぉけつうっ しすさけうすっかぬくにた しこっ-
ちうぇかぬくけしすっえ, い/こ ょけしすけえくぇは. 
8-922-17-73-351.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ き-く おぇくちすけゃぇさけゃ 
(けす 25 かっす). 8-902-26-24-413.

[╄╉╊┿╋┿

• ]おかぇょしおけきせ おけきこかっおしせ «[っしせさし» 
すさっぉせっすしは きっくっょあっさ こけ ぇさっくょっ 

(あっく., 22-40 かっす), い/こ 30 す.さ., くぇかう-
つうっ か/ぇ, け/さ し おけき. くっょゃうあうきけしすぬの 
けぉはいぇすっかっく. 8-912-24-42-777.

[╄╉╊┿╋┿

• ]かっしぇさぬ-ねかっおすさけきったぇくうお 

ょかは さっきけくすぇ う けぉしかせあうゃぇくうは こけょな-
っきくけえ すったくうおう. 8-912-27-00-553.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉かぇょけゃとうお (きせあつうくぇ), ゃにしけ-
おぇは い/こ, しけちこぇおっす. 8-953-04-26-441.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ おぇす. «╄». 8-905-80-15-
034.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ けこす. こさけょぇあ し け/さ, 
い/こ けす 20 す.さ. 8-922-13-04-545.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉させこくぇは そぇさきぇちっゃすうつっしおぇは 
おけきこぇくうは こさうゅかぇてぇっす くぇ ゃぇおぇく-
しうう: ぉせたゅぇかすっさぇ (せつぇしすけお しゃっさけお) 
– 20-40 かっす, ゃ/け ねおけくけき. うかう しさっょ. 
しこっち. けぉさぇいけゃぇくうっ, け/さ けす こけかせゅけ-
ょぇ, いくぇくうっ ‶╉, «1]», い/こ けす 14000 
させぉ.; こけきけとくうおぇ きっくっょあっさぇ – 

きっょ. うかう そぇさき. けぉさぇいけゃぇくうっ, ぉっい 
け/さ, い/こ けす 18000 させぉ.; せぉけさとうちせ 

– しぇくおくうあおぇ, ぉっい ゃ/こ, し 9-00 ょけ 17-
00, い/こ けす 8600 させぉ. ¨そうちうぇかぬくけっ 
すさせょけせしすさけえしすゃけ, しすぇぉうかぬくぇは いぇさ-
こかぇすぇ, ょけしすぇゃおぇ. [ぇえけく 〉╆‶], せか. 
╉けかぬちっゃぇは, 13. 215-89-16.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきこかっおすけゃとうちに. 8-963-05-

08-225.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけょぇゃっち ゃ おさせゅかけしせすけつくにえ 
き-く. 8-912-26-98-240.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶さけちっょせさくぇは きっょしっしすさぇ, 
けこにす さぇぉけすに し ょっすぬきう, ょっえしすゃせの-
とうえ しっさすうそうおぇす しこっちうぇかうしすぇ. ╂さぇ-
そうお さぇぉけすに し 8 ょけ 12 つぇしけゃ. 8-965-
52-28-080 (╄おぇすっさうくぇ).

[╄╉╊┿╋┿

• ╁けょうすっかぬ-ねおしこっょうすけさ, おぇす. 
«╁», «]», い/こ けす 22 す.さ. 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃ゃけさくうお, い/こ 10 す.さ. 266-30-33.
[╄╉╊┿╋┿

• ╂させいつうおう くぇ しおかぇょ. 266-30-33.
[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきこかっおすけゃとうお, 2/2 (くけつ-
くにっ しきっくに). 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨こっさぇすけさ ‶╉, いくぇくうっ 
«1]». 266-30-33.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すけかはさ-きぇかはさ. 8-922-12-88-001.

[╄╉╊┿╋┿

• «[『 ╁けしすけお» すさっぉせっすしは 
せぉけさとうお(ちぇ) くぇ しおかぇょ (2-は こさけき-
いけくぇ ′けゃけしゃっさょかけゃしおけえ 〈ぁ『). ′ぇ 
こけかくにえ さぇぉけつうえ ょっくぬ, い/こ 12 す.さ. 8 
(343) 375-32-23, 286-06-42.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋っくっょあっさ こけ こさけょぇあぇき ういけかは-
ちうう う おさっこっあぇ, け/さ. 8-904-54-04-666.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÄÀÌ
• ╉けきくぇすせ (′╀‶). 8-904-38-05-981.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉けきくぇすせ (させししおうき), 14 き2, せか. 
〈さぇくしこけさすくうおけゃ, 42, くぇ ょかうす. しさけお. 
8-922-61-13-722.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ゃぇさすうさに (しせすおう, つぇし). 8-909-
00-90-450.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ゃぇさすうさに こけしせすけつくけ, こけ つぇ-
しぇき. 8-965-53-00-444.

[╄╉╊┿╋┿

• 1-おけきく. おゃ. 8-902-87-78-669.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ′╀‶. 8-912-66-
67-219.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうし, ちっくすさ. 8-922-20-14-335.
[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしくけ-すけさゅけゃにっ こけきっとっ-
くうは ゃ 〈『 «╋けくっすおぇ», 10-40 き2,  
せか. ╉さ. ╂っさけっゃ, 2╃. 8-902-25-37-
331.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨そうしに ゃ ぇさっくょせ. 8-922-10-

49-103.

[╄╉╊┿╋┿

ÑÍÈÌÓ
• 1-, 2-おけきく. おゃ. 8-961-76-91-399.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-, 3-おけきく. おゃ., ゃ くけゃけき ょけきっ. 
[せししおうっ. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき. 8-908-90-36-902.

[╄╉╊┿╋┿

ÌÅÍßÞ
• ╆っき. せつ-お, 8,5 しけす. こけょ 
しすさけうすっかぬしすゃけ くぇ 1-おけきく. おゃ. 8-922-
29-26-918.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• 1-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 5 
う 1-おけきく. おゃ., きおさく [ぇょせあくにえ. 
8-919-38-13-700.

[╄╉╊┿╋┿

• 2-おけきく. おゃ., こ. ╊けしうくにえ, 1/2, 
おうさこ., 46 き2. 8-922-14-40-116.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., こ. ]ぇさぇこせかおぇ, 
72/44/9, 2/3. 213-54-70.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., せか. ╂ぇゅぇさうくぇ, 15/2. 
8-922-21-81-406.

3-おけきく. おゃ.
[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ., ぉかぇゅけせしすさ., ょっさっゃ. 
ょけき, 2/2, S – 56 き2, こ. ╊けしうくにえ. 
8-950-19-95-933.

[╄╉╊┿╋┿

• 3-おけきく. おゃ, 5/5, 62/54/7,6. 『. 
2600 す.さ. うかう けぉきっく. [ぇししきけすさの 
ゃしっ ゃぇさうぇくすに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃けき, こ. ]ぇさぇこせかおぇ. 8-922-21-
81-406.

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇょ, 10,5 しけす., こ. ¨おすはぉさぬしおうえ, 
くっょけしすさけえ, ねか-ゃけ, さはょけき ぇゃすけぉせしくぇは 
けしすぇくけゃおぇ, ぉっさっいけゃぇは さけとぇ, いぇ せつぇしす-
おけき させつっえ. ]けぉしすゃっくくうお. 『. 230 す.さ. 
8-912-26-59-528, 8-912-04-03-492.

[╄╉╊┿╋┿

• ╆っき. せつ-おう, 20 き2, 14 き2, 
10 き2, こけょ しすさ-ゃけ あうか. ょけきぇ, 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, こ. ]けかくっつくにえ, 
さぇいさぇぉけすぇくに. 8-922-60-08-040.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀っしこかぇすくけ ゃにゃっいっき う ゃに-
くっしっき ゃぇて しすぇさにえ たけかけょうかぬくうお, 
しす. きぇてうくせ, こかうすに, ゃぇくくに, すさせぉに 
う す.ょ. 8 (343) 361-15-10.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈けさそ, くぇゃけい, こっさっゅくけえ. ╃け-
しすぇゃおぇ. ′ういおうっ ちっくに. 8-905-
80-15-034.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ, ょけきけゃ. 
8-922-29-42-258.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃ういぇえく こさけっおすぇ. [っきけくす 
おゃぇさすうさ. 8-909-02-47-350.

[╄╉╊┿╋┿

• ╇いゅけすけゃうき ょゃっさう ょかは ぉぇくう. 
8-961-57-36-475.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに (こかうすおぇ, 
ねかっおすさうおぇ, しぇくすったくうおぇ). 8-902-87-
74-780 (╃きうすさうえ).

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇしすっさ こけ かっしすくうちぇき. 8-963-

03-59-710.

[╄╉╊┿╋┿

• ╀ぇくう こけょ おかのつ. 8-952-72-72-906.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす ょゃうゅぇすっかっえ, たけょけゃけえ 

«╁┿╆», «╂┿╆». [っきけくす さぇき, ぉけさ-
すけゃ, そせさゅけくけゃ. ]ゃぇさおぇ ゅさせい. ぇ/き. 
8-922-19-53-896.

[╄╉╊┿╋┿

• ぃさ. せしかせゅう. 8-922-20-14-335.

[╄╉╊┿╋┿

• 〈ぇきぇょぇ こさけゃっょっす のぉうかっう, しゃぇょぬ-
ぉに. 8-905-80-79-407.

[╄╉╊┿╋┿

• [っきけくす おゃぇさすうさ. ′っょけさけゅけ. 
8-909-00-89-222.

[╄╉╊┿╋┿

• ¨すょっかけつくにっ さぇぉけすに, ょういぇえく, 
こかうすおぇ, ねかっおすさうおぇ, しぇくすったくうおぇ. 
8-902-87-74-780 (╃きうすさうえ).

[╄╉╊┿╋┿

• ]ぇきけしゃぇか けす 1 き3 ょけ 3 き3, すけさそ, 
とっぉっくぬ, けすしっゃ, くぇゃけい, せゅけかぬ, 
ゅかうくぇ, おっさぇきいうす. 8-950-64-42-925.

[╄╉╊┿╋┿

ÏÐÎÄÀÌ
• ]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, 217-81-
61, 378-66-73.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶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. (34369) 4-24-
24, (343) 213-213-4, 228-43-71.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶うかけきぇすっさうぇか. ]さっいおぇ, くぇこう-
かっくくぇは くぇ ょさけゃぇ. 8-922-02-64-891.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ]させぉに ょかは ぉぇくう うい いうきくっゅけ 
かっしぇ. 8-912-61-41-800, 8-912-61-
41-859.

[╄╉╊┿╋┿

• 《ぇくっさぇ ゃ さけいくうちせ こけ けこす. 
ちっくぇき う ょさ. しすさけえきぇすっさうぇかに. 
╃けしすぇゃおぇ. 8-922-16-45-507.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋けた. 8-922-10-29-462.

[╄╉╊┿╋┿

• 4 くけゃにた けおくぇ (しけしくぇ) 
1260た880た150, ょゃけえくにっ しすゃけさおう し 
そけさすけつおぇきう + そせさくうすせさぇ+ しすっお-
かぇ, かうしす 1600た1300 3 きき, 7 てす. 『. 
7 す.さ. おけきこかっおす. 8-902-44-01-750.

[╄╉╊┿╋┿

ÊÓÏËÞ
• ╉させゅかはお (しうすけ). 8-902-87-99-662.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-14-05-989.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-908-90-05-916.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ-すっくす. 8-950-19-75-384.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-11-04-213.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-909-01-88-703.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-922-18-09-853.

[╄╉╊┿╋┿

• ╂┿╆っかぬ. 8-905-80-60-066.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋┿′╇‶〉╊ぅ〈¨[. 8-950-20-32-424.

[╄╉╊┿╋┿

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. ‶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. 
8-922-22-40-206.

[╄╉╊┿╋┿

• [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, 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-
すっかっえ. 8-922-21-58-427, 8-908-90-
34-644.

[╄╉╊┿╋┿

• [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 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉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. 

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけゃにておぇ. 8-912-22-93-637.

[╄╉╊┿╋┿

• ╋ぇくうこせかはすけさ. 8-912-63-05-556.

[╄╉╊┿╋┿

• 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.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ «╀っかぇさせしぬ». 
8-922-11-87-787.

[╄╉╊┿╋┿

• ぁおしおぇゃぇすけさ-こけゅさせいつうお, 700 

させぉ./つ. 8-904-54-32-354.
[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけおさぇく «〉さぇか», 14/014. 
8-904-54-63-186.

[╄╉╊┿╋┿

• ┿ゃすけおさぇくに, 20 す 22 き, 16 す 18 き. 
]ぇきけしゃぇかに. 8-922-12-40-606.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁っすこけきけとぬ くぇ ょけきせ. ╉させゅかけ-
しせすけつくけ. 8-902-26-15-454, 8-922-
12-94-906, 4-22-53.

[╄╉╊┿╋┿

• ╁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
• ╉さけかうおう, きはしけ おさけかうおぇ. 
╉けきぉうおけさき. 8-922-61-02-636.

[╄╉╊┿╋┿

• ‶けさけしはすぇ, きはしけ しゃうくうくに. 
8-912-21-33-613, 4-91-87.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╁ういぇあうしす. 8-922-10-05-766.

[╄╉╊┿╋┿

• ╉ 10-かっすうの ╃ぁ′┿] ╋] ゃに-
ゅけょくにえ けぉきっく! ′ぇ けぉきっく こさう-
くうきぇのすしは かのぉにっ きっょうちうくしおうっ 
ぇここぇさぇすに ょかは ょけきぇてくっゅけ うしこけかぬ-
いけゃぇくうは, ゃ かのぉけき しけしすけはくうう う けす 
かのぉけゅけ しすけさけくくっゅけ こさけういゃけょう-
すっかは. ¨ぉさぇとぇすぬしは ゃ ╃ぁ′┿]-ちっく-
すさに: せか. 〈っぇすさぇかぬくぇは, 17 (ゃ きせい. 
ておけかっ), せか. 』ぇこぇっゃぇ, 40 (こさけそう-
かぇおすけさうえ ╀╆]╉). 8-912-29-82-552, 
8-912-24-91-618.

[╄╉╊┿╋┿

╁ぇおぇくしうう′っょゃうあうきけしすぬ 〉しかせゅう

]すさけえきぇすっさうぇかに

╂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

╅うゃけすくにっ

]こっちすったくうおぇ

〉すっさう

24 ìàðòà
2011 ãîäà brreklama@mail.ru ÎÁÚßÂËÅÍÈß òåë. 4-90-3514

╉さぇしけすぇ う 
いょけさけゃぬっ

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

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-904-54-06-193.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. 8-922-212-82-56.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ, しさせぉに. 8-922-10-75-

529.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ. ╃ってっゃけ. 8-912-22-63-
145.

[╄╉╊┿╋┿

• ╃さけゃぇ 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.

[╄╉╊┿╋┿

• ]すぇさにえ しさせぉ, 6,5た6, こけょ おさに-
てっえ. 8-952-14-00-132.

[╄╉╊┿╋┿

• ]けすけゃにえ すっかっそけく Samsung 
4600 (しかぇえょっさ), ぉ/せ. ╃けおせきっくすに. 『. 
2500 させぉ. 8-922-13-55-460.

[╄╉╊┿╋┿

• ]けすけゃにえ すっかっそけく LG-KF 300 

(さぇしおかぇょせておぇ), ぉ/せ. ╃けおせきっくすに. 『. 
2000 させぉ. 8-922-16-44-618.

[╄╉╊┿╋┿

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.

[╄╉╊┿╋┿

• ╊けき ょさぇゅけちっくくにた きっすぇか-
かけゃ. ╃けさけゅけ. 8-965-50-47-266.

[╄╉╊┿╋┿

[ぇいくけっ

ÏÐÎÄÀÌ
• «》けくょぇ こぇさすくっさ», 2001 ゅ.ゃ. 
8-912-23-77-129.

[╄╉╊┿╋┿

〈さぇくしこけさす

¨ぉせつっくうっ う 
ゃけしこうすぇくうっ

• ╋うくう-しぇょうお. 8-902-27-45-093.

[╄╉╊┿╋┿

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

[╄╉╊┿╋┿

• ′ぇえょっくけ せょけしすけゃっさっくうっ ゃっすっ-
さぇくぇ すさせょぇ くぇ うきは ╁けさけくうくぇ ╁.′. 
╆ゃけくうすぬ こけ すっか. 8-912-60-16-525.

[╄╉╊┿╋┿
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ザ┍┌┃┇┑┄┏┐┉┇┈ ┕┄└ 

"Ëèäåð ïëþñ"
┎┏┇│┊〞┗〞┄┑ ┌〞 ┏〞─┍┑┒:

• ┏┅┊─┐┟
• ┊┎┍┄┈┒┅┐─
8-904-54-00-035

[╄
╉╊

┿╋
┿

╃¨]〈┿╁╉┿
′╀‶, 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.

[╄
╉╊

┿╋
┿

けす 6500 させぉ.
ÐåBåòêè,  çàáîðû,  âîðîòà,  

ëåñòíè@û,  êîçûðCêè

8-912-04-56-404
8-904-38-95-420
8-952-72-83-868
8-912-04-58-928

づぎとずんぜん

]けちうぇかぬくけ-こぇすさけくぇあくけっ けすょっかっくうっ 
"╆ぇぉけすぇ"

こさけそっししうけくぇかぬくにえ せたけょ いぇ ぉけかぬくにきう, 
おさせゅかけしせすけつくけっ けぉしかせあうゃぇくうっ, 

こうすぇくうっ, ゃさぇつ, しけち. すぇおしう

8 (3439) 32-73-89, 8-950-19-79-470 

[╄
╉╊

┿╋
┿

«┴【『『‶′¨ ‒[╉╅» 』》╉╅【ゅ』『ょ:
• ┋┄┌┄┃┅┄┏ ┎┍ ┏〞─┍┑┄ ┐ ┉┊┇┄┌┑〞┋┇
• ━┍┃┇┑┄┊┛ ┐ ┊/〞 «ケヱグ┄┊┛» (┑┄┏┋┍─┒┃┉〞)

8 (34369) 3-09-75, 8-902-87-72-328

[╄
╉╊

┿╋
┿

[╄
╉╊

┿╋
┿

ぞíÜôÖÜ-äëÜó£çÜÑïöçñÖÖÜ½Ü äëñÑäëó　öó0 öëñßÜñöï　 

ÝËÅÊÒÐÈÊ
(343) 383-11-18, 383-44-89‶さうゅかぇてぇっき お くぇき くぇ しおかぇょ! 

とÜÖöëÜ¿ñë▲ - äëÜ¡¿ñúàó¡ó
どñä¿▲ú ï¡¿íÑ! ゐñ£ äñëñÖÜïí ÇëÜ£Üç! 

(Üä▲ö ëíßÜö▲: ï¡¿íÑ, ½íÇí£óÖ)

だäñëíöÜë ぢと
(Üä▲ö ëíßÜö▲, 1で 7.7)

ゑÜÑóöñ¿á äÜÇëÜ£ôó¡í 
(Üä▲ö ëíßÜö▲ Öí ¿0ßÜ½ ~¿ñ¡öëÜäÜÇëÜ£ôó¡ñ)

ゑÜÑóöñ¿á ëóôöëí¡í
(Üä▲ö ëíßÜö▲ Öí ¿0ßÜ½ ~¿ñ¡öëÜäÜÇëÜ£ôó¡ñ)

ばäí¡Üçàóî▲
(Öí äÜïöÜ　ÖÖÜú ÜïÖÜçñ, ï ëñí¿áÖÜú äñëïäñ¡öóçÜú äÜç▲üñÖó　)

ばï¿Üçó　:
げ/ä: Ü¡¿íÑ + äëñ½ó　 ñ¢ñ½ñï　ôÖÜ. ゑ▲ïÜ¡óú ïÜçÜ¡ÜäÖ▲ú ÑÜêÜÑ. 
ゑïñ äñëñëíßÜö¡ó Üä¿íôóçí0öï　. 
ゐñïä¿íöÖÜñ äóöíÖóñ (ÇÜë　ôóú ÜßñÑ)!
ゐñïä¿íöÖí　 ÑÜïöíç¡í (öÜÑí ó ÜßëíöÖÜ): ぎ¡íöñëóÖßÜëÇ, ゐñëñ£Üçï¡óú.
ゎëíâó¡ ëíßÜö▲: 
2 ï½ñÖ▲ ç  ÑñÖá (ï 9.00 — 20.00) + 2 ï½ñÖ▲ ç ÖÜôá (ï 21 — 8.00) 
2 ç▲êÜÑÖ▲ê + çÜï¡ëñïñÖáñ çïñÇÑí ç▲êÜÑÖÜú ÑñÖá.
だâóîóí¿áÖÜñ öëÜÑÜÜïöëÜúïöçÜ ïÜî. äí¡ñö äÜ どと づぱ.

ぜñïöÜ ëíßÜö▲: 
ä. でíÑÜç▲ú, で¡¿íÑï¡Üú ¡Ü½ä¿ñ¡ï «ずÜÇÜäíë¡» 
とんと ぢづだぎびんどぽ と ぞんぜ: Öí íçö. ヽ56 Üö. Üïö. «ぜñöëÜ ばëí¿½íü» ÑÜ 
Üïö. «とóëäóôÖ▲ú £íçÜÑ», Öíúöó — だぢどどぎびぜんづとぎど.

8-982-62-37-390, 8 (343) 383-10-75 (おそい. 552)
(ぎ¡íöñëóÖí ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçÖí)

[╄╉╊┿╋┿

╋╄〈┿╊╊╇』╄]╉╇╄ 
╁¨[¨〈┿, ╃╁╄[╇,

]╄╈《-╃╁╄[╇,
[╄【╄〈╉╇, 
╆┿╀¨[｠

8-950-54-04-651
 8-904-38-38-387

づ
ぎ

とず
ん

ぜ
ん

¨¨¨ «┿ゃぇさうえくけ-ょうしこっすつっさしおぇは しかせあぉぇ»
うくそけさきうさせっす のさうょうつっしおうっ う つぇしすくにっ かうちぇ

ï 22 ½íëöí 2011 ÇÜÑí 
äëñÑäëó　öóñ だだだ «んがで»

ÖíôóÖíñö äëÜçñÑñÖóñ ä¿íÖÜç▲ê 
äÜÑÇÜöÜçóöñ¿áÖ▲ê ëíßÜö 

¡ ÖÜçÜ½Ü ÜöÜäóöñ¿áÖÜ½Ü ïñ£ÜÖÜ.
◊ とçí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ú ó Üä▲öÖ▲ú äñëïÜÖí¿;
◊ ½ÜÖöí¢ ç £ÑíÖóó ó¿ó äÜ½ñàñÖóó, Ü¡í£íÖÖÜ½ 
£í¡í£ôó¡Ü½, ä¿Ü½ßóëÜç¡í, ççÜÑ ç ~¡ïä¿Üíöíîó0 
äëóßÜëÜç Üôñöí びゑで ó ゎゑで, ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó;
◊ ëñÇÜ¿óëÜç¡í ¿0ß▲ê ïíÖöñêÖóôñï¡óê äëóßÜëÜç.
ぜ▲ ÜïçÜßÜÑó½ çíï Üö Üß　£íÖÖÜïöñú äÜóï¡í, ÜâÜë½¿ñÖó　, ïÜ-

Ç¿íïÜçíÖó　 ÑÜ¡Ü½ñÖöÜç Öí ÜïöíÖÜç¡Ü äëóßÜëÜç ëíïêÜÑí ó Üôñöí 
ïóïöñ½ びゑで, ゎゑで ó ~¿ñ¡öëÜ~ÖñëÇóó.

ぜ▲ äÜ½Ü¢ñ½ ï~¡ÜÖÜ½óöá çíüó ÑñÖñ¢Ö▲ñ ïëñÑïöçí ó çëñ½　.
ゑ▲ äÜ¿Üôóöñ ÇíëíÖöóëÜçíÖÖ▲ñ Üß　£íöñ¿áïöçí óïäëíçÖÜú ëíßÜ-

ö▲ ÜïöíÖÜç¿ñÖÖ▲ê äëóßÜëÜç ïëÜ¡Ü½ Öí 1 ÇÜÑ.
どçÜëôñï¡óú äÜÑêÜÑ ¡ ¡í¢ÑÜ½Ü ¡¿óñÖöÜ äÜ£çÜ¿óö ç▲äÜ¿Öóöá ëí-

ßÜö▲ ç ÜÑÜßÖÜñ Ñ¿　 ゑíï çëñ½　.
だä¿íöí £í ç▲äÜ¿ÖñÖÖ▲ñ ëíßÜö▲ äëÜó£çÜÑóöï　 ôñëñ£ ¡íïïÜ 

äëñÑäëó　öó　 だだだ «ぐとび-びÜ¿ÑóÖÇ».

╆ぇはゃおう こさうくうきぇのすしは し 8 ょけ 17 つぇしけゃ ゃ さぇぉけつうっ ょくう こけ ぇょさっしせ: 
ゅ. ╀っさっいけゃしおうえ, せか. ╊っくうくぇ, 65, すっか. (34369) 48-480

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÎÃÓ «Áåðåçîâñêàÿ âåòñòàíöèÿ»
îêàçûâàåò âåòåðèíàðíûå óñëóãè.

ぐÑñ½ çíï äÜ íÑëñïÜ:
Ç. ゐñëñ£Üçï¡óú, Ü¿. ぢëÜ¿ñöíëï¡í　, 8ん 

(ë　ÑÜ½ ï ぴñÖöëÜ½ £íÖ　öÜïöó).
づñ¢ó½ ëíßÜö▲: äÜÖñÑñ¿áÖó¡-ä　öÖóîí ï 800 ÑÜ 1600

[╄╉╊┿╋┿

Ñåéô-?âåðè, ðåBåòêè, 
âîðîòà, 

êîâàíûå èç?åëèÿ
せか. ╊っくうくぇ, 63ぇ (き-く ╉うさけゃしおうえ)

8-919-36-40-690

[╄
╉╊

┿╋
┿

ÌÀÍÈÏÓËßÒÎÐ
ゐÜëö 5 ö

8-912-62-74-617

[╄╉╊
┿╋

┿

╀〉[╄′╇╄ ]╉╁┿╅╇′
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

[╄╉╊┿╋┿

ÎÊÍÀ
4490 – ぉっい きけくすぇあぇ
8490 – «こけょ おかのつ»

ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
けす 3900 – ぉっい きけくすぇあぇ
けす 5900 – «こけょ おかのつ»

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

www.gostspecstroy.ru 
 219-43-83, 8-904-16-15-763
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╀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 

«Áåðìàø» 
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-5 さぇいさはょぇ
けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさは-さぇしすけつくうおぇ 4-6 さぇいさはょぇ くぇ おけけさょうくぇすくけ-
さぇしすけつくけえ しすぇくけお 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさっえ-おぇさせしっかぬとうおけゃ 4-5 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 22 000 させぉ.
◊ すけおぇさっえ 3-5 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ すさせょぇ しょっかぬくぇは, けす 17 000 させぉ.
◊ しかっしぇさは-さっきけくすくうおぇ こけ さっきけくすせ すったくけかけゅうつっしおけ-
ゅけ けぉけさせょけゃぇくうは 4-6 さぇいさはょぇ 

けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ ねかっおすさけきけくすっさぇ し ゅさせここけえ ょけこせしおぇ ょけ 1000 V 
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ うくあっくっさぇ-おけくしすさせおすけさぇ
いくぇくうっ «╉けきこぇし» けぉはいぇすっかぬくけ, けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう
◊ うくあっくっさぇ-すったくけかけゅぇ
けこかぇすぇ こさう しけぉっしっょけゃぇくうう

╀っい ゃさっょくにた こさうゃにつっお. ‶けかくにえ しけちうぇかぬくにえ こぇおっす. 
╁けいきけあくぇ ょけしすぇゃおぇ ぇゃすけすさぇくしこけさすけき こさっょこさうはすうは.

こ. ╋けくっすくにえ, せか. ‶せておうくぇ, 1ぇ 
(すっささうすけさうは ¨┿¨ «╋けくっすくにえ すさぇおすけさけさっきけくすくにえ いぇゃけょ»)

8 (34369) 3-49-36, 
3-41-66, 8-919-36-69-546

[╄
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┤┦┶┲┼┮┲┯┤ 

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

[╄
╉╊

┿╋
┿

╀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).

[╄╉╊┿╋┿

╋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 66071 〈うさぇあ 3780. ̈ 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 ╀[｠╊╇′┿ - 4-88-11.
¨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

‶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”.

[╄╉╊┿╋┿

[╄╉╊┿╋┿

- 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¿ñâÜÖÜ

8-902-26-24-513
づぎとずんぜん

‶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)
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
25 ½íëöí (ä　öÖóîí) ïÜïöÜóöï　 

Üö¡ë▲öóñ ½íÇí£óÖí 
«Êàíöëåð»

Öí Ü¿. どñíöëí¿áÖí　, 22
ëåð»

Öí Ü¿. どñíöëí¿áÖí　, 22
 ¡íÖîöÜçíë▲
 ÖíßÜë▲ Ñ¿　 Ññöï¡ÜÇÜ öçÜëôñïöçí
 ¡ÖóÇó
 ó ½ÖÜÇÜñ ÑëÜÇÜñ!

Ïðèõîäèòå! Ìû âàñ æäåì!

‶せしすぬ のぉうかっえくぇは しっゅけょくはてくはは ょぇすぇ
╁ ょせてっ すゃけっえ けしすぇゃうす ょけぉさにえ しかっょ,
╅っかぇっき きに ゃしっゅけ, つっき あういくぬ ぉけゅぇすぇ!
╆ょけさけゃぬは, しつぇしすぬは, きうさぇ, ょけかゅうた かっす!
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«ゼ┅┄ ヮ┋┒─┟» ┏┐┈┃┋─┘─┅┒ ┍─ ┟┐┌─┐┊┓-┏┐┎┄─┆┓
ヴ┎┐┍┎-ヮ┋┒─┉┑┊┈┕ ┝┋┈┒┍┛┕ ┌┅┄┎│

26 ┌─┐┒─
┓┋. ド┅─┒┐─┋├┍─┟, 7 (ガ│┎┐┅┖ ┌┎┋┎┄┅┆┈)

┑ 10-00 ┄┎ 18-00 ┗─┑┎│
ケ ┏┐┎┄─┆┅ ━┎┋┅┅ 10 ┑┎┐┒┎│: ç▲ïÜ¡ÜÇÜëÖ▲ú, ½íúï¡óú (Ç¿í£ÖÜú), 

öíñ¢Ö▲ú-Ñ　Çó¿ñç▲ú, ï ÑÜÖÖó¡í, ï ßÜ　ë▲üÖó¡í, ï Çëñôó, 
ï ÜÑÜçíÖôó¡í ó ÑëÜÇóñ.

ヮ┋┒─┉┑┊┈┅ ━─┋├┇─┌┛ (━┅┇─┋┊┎┃┎┋├┍┛┅, ┍─ ┒┐─│─┕):
• «がíë ¢ñÖàóÖñ» (ÇóÖñ¡Ü¿ÜÇó　, ÇÜë½ÜÖí¿áÖ▲ú âÜÖ)
• «ぜñÑçñÑá» (ÜëÜ¿ÜÇó　, äëÜöóçÜäëÜïöíöóöÖÜñ)
• «でÜ¡Ü¿óÖ▲ú Ç¿í£» (¡íöíëí¡öí, Ç¿íÜ¡Ü½í, ïÖó¢ñÖóñ £ëñÖó　).

ぢëÜäÜ¿óï, ä▲¿áîí, äñëÇí, ½ñÑÜçÜêí.

╉〉‶¨′-]╉╇╃╉┿ 10%『っくぇ けす 330 させぉ./おゅ
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