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07.00 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
07.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
08.00 ]すさけうすっかぬくにえ こけかうゅさぇそ
08.30 ╆ょけさけゃぬは ゃぇき!
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
09.00 ╄てぬすっ かせつてっ!
09.25 ┿しすさけこさけゅくけい
09.30 ╁しっ ゃおかのつっくけ
10.10 ╋けは さにぉぇかおぇ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 ╁っしすう-しこけさす. ╋っしすくけっ ゃさっ-

きは
11.20 》/そ «╃╄〈¨′┿〈¨[»
13.10 ╁けこさけし ゃさっきっくう
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 《せすぉけか.ru
15.00 ]っおさっすに ぉけっゃにた うしおせししすゃ
16.05 ′ぇせおぇ 2.0
16.40 》/そ «〈╄[╋╇′┿〈¨[»
18.45 ╁っしすう-しこけさす
19.00 ╂けさういけくすに こしうたけかけゅうう

19.25 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ╇すけ-
ゅう くっょっかう

19.50 《せすぉけかぬくけっ けぉけいさっくうっ 
〉さぇかぇ

20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 10 +
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 ╆ょけさけゃぬは ゃぇき!
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 ╁ きうさっ あうゃけすくにた
21.35 ╀けおし. ╃っくうし 【ぇそうおけゃ 

([けししうは) こさけすうゃ ╊う ╋ぇおぇかかうしすっさぇ 
(╁っかうおけぉさうすぇくうは)

00.00 ′っょっかは しこけさすぇ
00.55 ╊っゅっくょぇ け たさせしすぇかぬくにた つっ-

さっこぇた
02.00 ′ぇせおぇ 2.0
02.30 [っえすうくゅ 〈うきけそっは ╀ぇあっくけ-

ゃぇ. ╆ぇおけくに こさうさけょに
03.05 ╁っしすう-しこけさす
03.15 ╁っしすう.ru
03.30 ╋けは こかぇくっすぇ
04.35 ′っょっかは しこけさすぇ
05.35 ╁しっ ゃおかのつっくけ
06.30 ╋けは さにぉぇかおぇ

05.00 〉すさけ [けししうう
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 ╁っしすう-〉さぇか. 
〉すさけ

09.05 ] くけゃにき ょけきけき!
10.00 ¨ しぇきけき ゅかぇゃくけき
11.00 ╁っしすう
11.30 ╁っしすう-〉さぇか
11.50 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
13.00 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは»
14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
15.05 〈/し «╄そさけしうくぬは. ‶さけょけか-

あっくうっ»
16.00 ╁っしすう
16.30 ╁っしすう-〉さぇか
16.50 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
17.50 〈/し «》けいはえおぇ きけっえ しせょぬ-

ぉに»
18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
19.50 ╁っしすう
20.20 ╁っしすう-〉さぇか
20.40 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.50 〈/し «╊のぉぇ. ╊のぉけゃぬ»
21.50 ╁にぉけさに-2012
22.50 ╃/そ «╊っゃ 〈さけちおうえ. 〈ぇえくぇ 

きうさけゃけえ さっゃけかのちうう». 1 そ.
23.45 ╀けっゃうお «』╄]〈を ╇╋╄ぃ!...»
01.50 ╁っしすう+
02.15 〈/し «』ぇお-3»
04.00 ╉けきくぇすぇ しきったぇ

05.00 〈っかっおぇくぇか «╃けぉさけっ せすさけ»
09.00 ′けゃけしすう
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.40 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
11.50 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.00 ′けゃけしすう
12.20 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
13.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 》けつせ いくぇすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.20 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
17.05 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ
18.00 ╁っつっさくうっ くけゃけしすう (し しせぉ-

すうすさぇきう)
18.15 ╁にぉけさに - 2012
18.50 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.55 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «‶ぇこぇてう»
22.30 ‶っさゃにえ おかぇしし し ╇ゃぇくけき 

¨たかけぉにしすうくにき
23.35 ′けつくにっ くけゃけしすう
23.50 ╃さぇきぇ «╊ぃ╀¨╁′╇╉╇»
01.55 ╉けきっょうは «╃╄╁ぅ〈を ╋╄]ぅ-

『╄╁»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╉けきっょうは «╃╄╁ぅ〈を ╋╄]ぅ-

『╄╁». ¨おけくつぇくうっ
03.50 》けかけょ. ╁ こけうしおぇた ぉっししきっさ-

すうは

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╋けさしおうっ ょぬはゃけかに»
09.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ. ¨ぉいけさ いぇ くっょっかの
10.55 ╃け しせょぇ
12.00 ]せょ こさうしはあくにた
13.00 ]っゅけょくは
13.25 〈/し «]せこさせゅう»
15.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
16.00 ]っゅけょくは

16.25 ‶さけおせさけさしおぇは こさけゃっさおぇ
17.40 ╂けゃけさうき う こけおぇいにゃぇっき
18.30 ¨ぉいけさ. 』さっいゃにつぇえくけっ こさけ-

うしてっしすゃうっ
19.00 ]っゅけょくは
19.30 〈/し «』せあけえ さぇえけく»
21.25 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに - 

5»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 ╉けくっち しすぇさけゅけ しゃっすぇ
00.10 【おけかぇ いかけしかけゃうは. ╇さうくぇ 

╊っゃけくすうくぇ
00.55 ╂かぇゃくぇは ょけさけゅぇ
01.35 『っくすさ こけきけとう «┿くぇしすぇ-

しうは»
02.25 ╁ いけくっ けしけぉけゅけ さうしおぇ
02.55 〈/し «》けかき けょくけゅけ ょっさっゃぇ»
04.55 〈/し «╋けかけょにっ う いかにっ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.30 ]けしっょう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ╃っすっおすうゃ «[┿╆¨[╁┿′′｠╈ 

╉[〉╂»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
14.00 ]けしっょう
14.30 ╃/し «┿ゃうぇおぇすぇしすさけそに»
15.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
16.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
16.30 ╁くっ いぇおけくぇ
17.30 ].〉.‶.

18.30 ╇くそけさきぇちうけくくぇは こさけゅさぇききぇ 
«╃っくぬ»

19.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
20.30 ].〉.‶.
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
22.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.30 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.00 ]きってくけ ょけ ぉけかう
00.25 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
00.55 ‶さうおかのつっくうは «]╊〉╂┿ ╂¨]〉-

╃┿[╄╁»
03.05 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.55 ╃っすっおすうゃ «[┿╆¨[╁┿′′｠╈ 

╉[〉╂»
05.25 ].〉.‶.

05.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
05.55 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお. ′ぇ 

ょけさけゅぇた
06.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
06.30 〉すさけ〈╁
09.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
09.10 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
10.20 ‶さけおせさぇすせさぇ. ′ぇ しすさぇあっ 

いぇおけくぇ
10.40 〈っささうすけさうは ╂〉《]╇′
10.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
11.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
11.10 ′ぇちうけくぇかぬくけっ ういきっさっくうっ
11.40 ╉けきせ けすかうつくにえ さっきけくす?!
12.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
12.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
12.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
13.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
13.10 ‶けかうすおかせぉ
13.45 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ╃/そ «[うき. ╁っかうつうっ う おさぇた 

うきこっさうう». 4 そ.
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
15.35 ╃くっゃくうお しこぇさすぇおうぇょに

15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 ╃/そ «[うき. ╁っかうつうっ う おさぇた 

うきこっさうう» 5 そ.
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ╆ぇつっすくぇは くっょっかは
17.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
17.30 [っちっこす
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. 〈させょけゃにっ 

けすくけてっくうは
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╁にぉけさに-2012
19.45 ╁しっ け ╅╉》
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
20.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ]こっちゃに-

こせしお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.25 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.40 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.45 ╃/そ «[っょおうえ ゃうょ»
01.15 ┿しすさけこさけゅくけい
01.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.20 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.20 ‶さはきぇは かうくうは. 〈させょけゃにっ 

けすくけてっくうは
03.50 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.10 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす

07.00 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′ぇぉかのょぇすっかぬ
11.15 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.10 ╃けおせきっくすぇかぬくぇは おぇきっさぇ
12.50 ╃/そ «╁けかけゅけょしおうっ きけすうゃに»
13.00 ╊うくうは あういくう. ╁ぇかっさうえ 》ぇかう-

かけゃ
13.50 ╃/し «╇しすけさうは こさけういゃっょっくうえ 

うしおせししすゃぇ»
14.20 ]こっおすぇおかぬ «′せきっさ ゃ ゅけしすうくう-

ちっ ゅけさけょぇ NN»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋せかぬすそうかぬき
16.00 ╃/し «╃くっゃくうお ╀けかぬてけえ おけて-

おう»

17.00 V きっあょせくぇさけょくにえ いうきくうえ そっ-
しすうゃぇかぬ うしおせししすゃ ゃ ]けつう

18.25 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
19.45 ╂かぇゃくぇは さけかぬ
20.05 ]ぇすう. ′っしおせつくぇは おかぇししうおぇ
20.45 ╃/そ «]ゃけぉけょぇ ぉにすぬ»
21.30 Aしademia. ぃさうえ ╊けすきぇく
22.15 〈っき ゃさっきっくっき
23.00 ╃/し «╀ぇぉうえ ゃっお»
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.20 ╉うくっしおけこ. 62-え ぉっさかうくしおうえ 

おうくけそっしすうゃぇかぬ
01.00 ╃けおせきっくすぇかぬくぇは おぇきっさぇ
01.40 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.35 ╇ゅさぇっす ╀ぇささう ╃せゅかぇし

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ╉せたくは
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «╋けは こさっおさぇしくぇは くはくは»
08.00 〈/し «〈ぇすぬはくうく ょっくぬ»
09.00 ‶け ょっかぇき くっしけゃっさてっくくけかっす-

くうた
10.00 ╃っかぇ しっきっえくにっ
11.00 〈/し «╂さぇそうくは ょっ ╋けくしけさけ»
13.05 ╋っかけょさぇきぇ «¨〈‶〉]╉ ╆┿ ]╁¨╈ 

]』╄〈»
15.40 ╋っかけょさぇきぇ «╉¨╊を╄ ╃╊ぅ 

]′╄╅′¨╈ ╀┿╀｠»

17.30 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
17.00 ╃/し «╄ょぇ こけ こさぇゃうかぇき う 

ぉっい...»
18.00 〈/し «》うさけきぇくす. ╊うくうう しせょっぉ»
19.00 ╂かぇゃくにっ くけゃけしすう ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅぇ
19.25 ‶けゅけょぇ
19.30 ¨すおさにすぇは しすせょうは. ╄おぇすっさうく-

ぉせさゅ
20.00 ╋っかけょさぇきぇ «╋¨╈ ‶[╇′『»
22.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
22.30 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
23.00 ′けゃけしすう-41. ]ゃっさた こかぇくぇ
23.25 ‶けゅけょぇ
23.30 ╃さぇきぇ «╀╄]»
01.15 〈/し «╉けかけきぉけ»
06.00 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╋っょうせき»
09.00 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
10.00 ╉ぇお ねすけ しょっかぇくけ
10.30 ‶けょけこにすくにえ おさけかうお
11.00 ╃/そ «╃ゃけえくぇは あういくぬ. 〈っゅっ-

さぇく-43»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

《けさすせくぇ ょかは ういぉさぇくくにた»
12.30 ╃/そ «]うかぇ こかぇくっすに». 1 し.
13.25 ╉けきっょうは «′╄]¨╉[〉【╇╋｠╈ 

╂¨╁┿[╃»

15.20 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.15 ╂さぇくょうけいくにっ こさけっおすに
17.15 ╃/そ «╁っかうおうえ けぉきぇく. ╋せいっえ 

ゃけっくくにた くぇゅさぇょ»
18.10 〈/し «╁けいょっえしすゃうっ»
19.05 〈/し «╋っくすぇかうしす»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╇くけ-

こかぇくっすはくっ う いけかけすにっ たさぇきに»
22.00 〈さうかかっさ «]╃╄╊╉┿ ] ╃をぅ╁¨-

╊¨╋»
23.45 〈/し «╋っょうせき»
00.40 〈さうかかっさ «]╄╋を»
03.15 〈さうかかっさ «╉[¨╁┿╁┿ぅ [┿╀¨-

〈┿»
05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 〈さぇゅうおけきっょうは «╉¨]〈[¨╋┿»
05.30 ╋/し «〈ぇしきぇくしおうえ ょぬはゃけか»
06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 』ぇし しせょぇ
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╀けっゃうお «‶[╄╃╄╊を′┿ぅ ╂╊〉╀╇-

′┿»
12.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╆ゃぇくにえ せあうく
14.00 ′っ ゃさう きくっ!

15.00 ]っきっえくにっ ょさぇきに
16.00 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃┿╉╇»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ╆ぇゅけゃけさ おせおかけゃけょけゃ: «‶け こさう-

おぇいせ ぉけゅけゃ»
19.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
19.30 ′けゃけしすう 24
20.00 〈/し «╉けきぇくょぇ 』╄»
22.00 ぁおしすさっくくにえ ゃにいけゃ
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ‶かけょに さっゃけかのちうう
00.00 ╆ょさぇゃけけたさぇくっくうっ
00.50 〈さうかかっさ «′╄ ╀[┿〈を ╅╇╁｠╋»
02.55 《うかぬき せあぇしけゃ «〉╇╊╊┿[╃»

07.00 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
07.25 ╋/し «‶けおっきけくに: ゅぇかぇおすうつっ-

しおうっ ぉうすゃに»
07.55 ╋/し «[けゅぇ う おけこにすぇ: ゃけいゃさぇ-

とっくうっ»
08.30 ╃/そ «′っ たけつせ ぉにすぬ おぇお ゃしっ»
09.30 〈/し «〉くうゃっさ»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
11.40 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あうききう 

′っえすさけくぇ, きぇかぬつうおぇ-ゅっくうは»
12.30 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しうかぇ»
13.00 〈/し «╀ぇさゃうたぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite
16.05 ╀けっゃうお «ぅ╋┿╉┿]╇-2: ╃╄〈╇ 

╁╄〈[┿»
18.00 〈/し «╇くすっさくに»
18.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
19.00 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «[っぇかぬくにっ こぇちぇくに»
21.00 ╉けきっょうは «¨╃′┿╅╃｠ ╁ ╁╄╂┿-

]╄»
23.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
00.00 ╃けき-2. ‶けしかっ いぇおぇすぇ
00.30 «]っおし» し ┿くそうしけえ 』ったけゃけえ
01.00 ╉けきっょうは «‶[¨╃┿╁╄『»
02.45 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.45 ╄とっ
06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00, 10.30  «╋にしかう け こさっおさぇしくけき» / 
«‶さぇゃけしかぇゃくけっ ‶けょきけしおけゃぬっ»

00.30 «‶かけょ ゃっさに»
01.00, 06.00, 09.45, 21.45 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
01.15 «¨ぉいけさ こさっししに»
01.30, 09.00  «[せしぬ こさぇゃけしかぇゃくぇは» (╁け-

かけゅょぇ) / «]かせあうすっかう» (╁かぇょうきうさ)
01.45, 09.15  «‶さっけぉさぇあっくうっ» (』っかは-

ぉうくしお) 
01.50, 09.20  «]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (‶っく-

いぇ)
02.00, 12.45  «╁っしすくうお こさぇゃけしかぇゃうは» 

(]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ)
02.15, 07.45, 12.30 «╅うゃけっ しかけゃけ»
02.30  ]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ
02.45, 12.15  «¨すつうえ ょけき» (╄おぇすっさうくけ-

ょぇさ)
03.00, 13.00, 23.30 «╇ししかっょせえすっ ‶うしぇ-

くうは»
03.30, 13.30 «〉さけおう こさぇゃけしかぇゃうは»
04.00, 15.15  «]かけゃけ きうすさけこけかうすぇ» (╁けか-

ゅけゅさぇょ)
04.15 «[ぇいきにてかっくうは け ゃっつくけき» (¨さっく-

ぉせさゅ)
04.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ (¨ょっししぇ)
05.00 «『っさおけゃぬ う きうさ» し きうすさけこけかうすけき 

╇かかぇさうけくけき
05.30 «╀かぇゅけゃっしす» (]すぇゃさけこけかぬ)
05.45 «『っさおけゃぬ う きうさ» (┿しすさぇたぇくぬ) / 

«‶さぇゃけしかぇゃくにえ ]っゃっさ» (┿さたぇくゅっかぬしお)
06.15,11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう 
06.30, 08.30, 17.00, 21.00 』うすぇっき ╄ゃぇく-

ゅっかうっ ゃきっしすっ し 『っさおけゃぬの 
06.45, 08.45, 17.15, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ
07.00 〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ
07.30, 09.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う 〉すさけ ゃ 【うて-

おうくけき かっしせ
08.00 «╁ 7 ょっくぬ» (¨きしお)
10.00 «〈っかっゃういうけくくけっ っこぇさたうぇかぬくけっ けぉけ-

いさっくうっ» (¨ょっししぇ)
11.00 «╂かぇゅけかぬ» (ゅ.[はいぇくぬ)
11.30 «╉けききっくすぇさうえ くっょっかう» こさけすけうっさっは 

╁しっゃけかけょぇ 』ぇこかうくぇ
12.00 «╉せこっかぬおぇ»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00  «′けゃけしすう 

すっかっおけきこぇくうう «]けのい»
14.30 «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは»
15.00 «]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっ-

とっくしお)
15.15 «]かけゃけ きうすさけこけかうすぇ» (╁けかゅけゅさぇょ)
15.30 ‶さけゅさぇききに ょかは ょっすっえ: «╃けぉさけっ 

しかけゃけ – ょっくぬ» う «╃っくぬ ゃ 【うておうくけき 
かっしせ»

16.30 ╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか
17.30 «╀かぇゅけゃっしす» (》ぇぉぇさけゃしお)
18.30 «╃せたけゃくにっ さぇいきにてかっくうは» こさけすけうっ-

さっは ┿さすっきうは ╁かぇょうきうさけゃぇ
19.00 «╁しすさっつう しけ しゃはとっくくうおけき» (╂け-

きっかぬ)
19.15 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
19.30, 21.30 ╃けぉさけっ しかけゃけ う ╁っつっさ ゃ 

【うておうくけき かっしせ
19.45 «╁ ゅけしすはた せ ╃せくはてう»
22.00 – (‶さはきけえ ねそうさ) ╀っしっょに し ぉぇすのて-

おけえ
23.00 ╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10 ╃/そ «╁さっきは こけおぇはくうは»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
09.25 ╃/し «╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう»
10.30, 12.30 〈/し «〉ぉけえくぇは しうかぇ»

15.00, 18.00, 21.35 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
16.00 ¨すおさにすぇは しすせょうは
19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.00, 20.50 〈/し «]かっょ»
22.25 ╋けきっくす うしすうくに
23.25 ╉けきっょうは «╀╊¨′╃╇′╉┿ ╆┿ 〉╂╊¨╋»
01.05 ╃さぇきぇ «╋┿[╂┿[╄〈 〈ぁ〈』╄[»
02.50 〈/し «〈うたけけおっぇくしおうえ そさけくす»
04.20 ‶さうおかのつっくうは «╁｠╆¨╁ 【┿[‶┿»

06.00 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-
てっぉくうち»

07.00 ╋/し «]けくうお ╇おし»
07.30 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
08.00 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
08.30 〈/し «]ゃっすけそけさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈/し «╃っすおぇ»
10.30 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «]おせぉう ╃せ, ゅょっ すに?»
13.00 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.30 ╋/し «〈せすっくてすっえく»
14.00 〈/し «╃っすおぇ»

15.00 ╉けきっょうは «╉¨〈»
16.30 6 おぇょさけゃ
17.00 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 〈/し «╁けさけくうくに»
19.30 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
20.00 〈/し «╃っすおぇ»
21.00 ╀けっゃうお «』╄[′┿ぅ ╋¨╊′╇ぅ»
23.00 6 おぇょさけゃ
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╉うくけ ゃ ょっすぇかはた
01.30 6 おぇょさけゃ
01.45 ╀けっゃうお «]╉┿╊¨╊┿╆»
03.50 ‶さうおかのつっくうは «‶¨]╊╄╃′╇╈ 

╊╄╂╇¨′»
05.35 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]
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06.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
07.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
09.00 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
09.30 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.55 ╀ういくっし しっゅけょくは
10.00 ╃/そ «¨すこっすにっ きっちっくぇすに»
10.50 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[». 1 し.
12.15 ╋ぇしおう
13.00 〉すさっくくうえ ねおしこさっしし
15.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»
16.30 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ¨ かうつくけき う くぇかうつくけき
18.00 ╃/そ «‶けょきけしおけゃくにっ あせおう»

18.50 『っくくにっ くけゃけしすう
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╂けさっ-しすさけうすっかう»
20.25 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
21.00 ╉けきっょうは «╆¨╊¨〈¨╈ ╉╊ぃ-

』╇╉»
23.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
23.30 ]すっくょ
23.45 ╀ういくっし しっゅけょくは
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 『っくくにっ くけゃけしすう
00.10 【おせさくにえ ゃけこさけし
00.30 ╉けきっょうは «ぁ╉╁┿〈¨[»
02.00 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[». 1 し.
03.05 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»
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05.00 ╁っしすう
05.10 ╁っしすう さっゅうけく
05.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
05.48 ╇くすっさゃぬの
06.00 ╁っしすう
06.10 ╁っしすう さっゅうけく
06.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
06.35 ╇しすけさうつっしおうっ たさけくうおう
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきうくけえ
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ]かせあぉぇ ゃぇおぇくしうえ 〉さぇかぇ
08.50 〉╂╋╉. ′ぇてう くけゃけしすう
09.00 ╁っしすう
09.10 ╁っしすう さっゅうけく
09.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.00 ╁っしすう
10.15 ぁおけくけきうおぇ
10.33 ぁおけくけきうおぇ. ╇すけゅけゃぇは こさけゅさぇききぇ
10.38 ]こけさす
10.40 ╁っしすう さっゅうけく
11.00 ╁っしすう
11.15 ぁおけくけきうおぇ
11.33 ╇くすっさゃぬの
11.38 ]こけさす
11.40 ╁っしすう さっゅうけく
12.00 ╁っしすう
12.15 ぁおけくけきうおぇ
12.33 ╇くすっさゃぬの
12.38 ]こけさす
12.40 ╁っしすう さっゅうけく
13.00 ╁っしすう
13.15 ぁおけくけきうおぇ
13.33 ╇くすっさゃぬの
13.38 ]こけさす
13.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.00 ╁っしすう
14.15 ぁおけくけきうおぇ
14.33 ╇くすっさゃぬの
14.38 ]こけさす
14.40 ╁っしすう さっゅうけく
14.50 ╉せかぬすせさぇ
15.00 ╁っしすう
15.15 ぁおけくけきうおぇ
15.33 ╇くすっさゃぬの
15.38 ]こけさす
15.40 ╁っしすう さっゅうけく
15.50 ╉せかぬすせさぇ
16.00 ╁っしすう
16.15 ぁおけくけきうおぇ
16.33 ╇くすっさゃぬの
16.38 ]こけさす
16.40 ╁っしすう さっゅうけく
16.50 ╉せかぬすせさぇ
17.00 ╁っしすう

17.15 ぁおけくけきうおぇ
17.33 ╇くすっさゃぬの
17.38 ]こけさす
17.40 ╁っしすう さっゅうけく
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.15 ぁおけくけきうおぇ
18.33 ╇くすっさゃぬの
18.38 ]こけさす
18.40 ╁っしすう さっゅうけく
18.50 ╉せかぬすせさぇ
19.00 ╁っしすう
19.15 ぁおけくけきうおぇ
19.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
19.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
20.00 ╁っしすう
20.15 ぁおけくけきうおぇ
20.30 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
21.00 ╁っしすう
21.15 ぁおけくけきうおぇ
21.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
21.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
22.00 ╁っしすう
22.15 ぁおけくけきうおぇ
22.30 ╄おぇすっさうくぉせさゅ ゃ かうちぇた
22.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
23.00 ╁っしすう
23.20 ぁおけくけきうおぇ
23.40 ╁っしすう さっゅうけく
23.50 ╉せかぬすせさぇ
00.00 ╁っしすう
00.20 ぁおけくけきうおぇ
00.33 ╇くすっさゃぬの
00.40 ╁っしすう さっゅうけく
00.50 ╉せかぬすせさぇ
01.00 ╁っしすう
01.20 ぁおけくけきうおぇ
01.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
01.33 ╇くすっさゃぬの
01.40 ╁っしすう さっゅうけく
01.50 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ぁおけくけきうおぇ
02.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
02.33 ╇くすっさゃぬの
02.40 ╁っしすう さっゅうけく
02.50 ╉せかぬすせさぇ
03.00 ╁っしすう
03.20 ぁおけくけきうおぇ
03.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
03.33 ╇くすっさゃぬの
03.40 ╁っしすう さっゅうけく
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.30 ╁っしすう. ╉けさけすおけ け ゅかぇゃくけき
04.33 ╇くすっさゃぬの
04.38 ]こけさす
04.40 ╁っしすう さっゅうけく
04.50 ╉せかぬすせさぇ

06.00 Hit chart
06.30 Live in Tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
10.00 American idol 11 しっいけく
11.00 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
11.30 ╂けさはつっっ おうくけ
12.00 News ぉかけお weekly
12.30 〈けこ-きけょっかぬ
13.25 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
14.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
14.50 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
15.15 》けかけしすはつおぇ
16.05 〈させょくけしすう かのぉゃう
17.00 ]ゃけぉけょっく
17.30 ╉ねて&すさねて

18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 
こけしかっ てけせ

19.00 ╊のぉうすぬ うかう いぇぉうすぬ
19.20 ╂うきくぇしすおう
20.10 ]っおし ゃ ぉけかぬてけき ゅけさけょっ
21.10 》けかけしすはつおぇ
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ. ╅ういくぬ 

こけしかっ てけせ
23.00 ╃させいぬは
23.25 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
23.50 FAQ

00.00 News ぉかけお
00.30 ╀かせょかうゃぇは ╉ぇかうそけさくうは
01.30 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
02.00 〈っかっこけさす
02.30 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに こさっいうょっくすぇ [けししうえ-

しおけえ 《っょっさぇちうう
08.50 ╁さぇつう
09.40 ╉けきっょうは «╉¨[¨╊╄╁]╉┿ぅ [╄-

╂┿〈┿»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ‶けしすしおさうこすせき
12.35 ╃/そ «╇いゃうくう-こけょゃうくぬしは»
13.25 ╁ ちっくすさっ しけぉにすうえ
14.30 ]けぉにすうは
14.45 ╃っかけゃぇは ╋けしおゃぇ
15.10 ‶っすさけゃおぇ, 38
15.25 〈/し «╁うけかぇ 〈ぇさぇおぇくけゃぇ. ╁ 

きうさっ こさっしすせこくにた しすさぇしすっえ»
16.30 ╃/そ «┿ゃすけゅさぇそ ょかは ╊っけくうょぇ 

╉せさぇゃかっゃぇ»
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ′ぇてう かのぉうきにっ あうゃけすくにっ
18.40 〈/し «[ぇいゃけょ う ょっゃうつぬは そぇきう-

かうは»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 〈/し «『にゅぇくおう»
23.20 ′ぇさけょ たけつっす いくぇすぬ
00.20 ]けぉにすうは
00.55 《せすぉけかぬくにえ ちっくすさ
01.25 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»
03.20 ╋っかけょさぇきぇ «╋¨ぅ ]〈┿[【┿ぅ 

]╄]〈[┿»
05.05 ╃/そ «]うくょさけき ╆けかせておう»

9 процентов несчастных случаев происходит после слов: 

«Смотрите, как я умею!!!». И 91 процент несчастных случаев 

происходит после слов: «Фигня! Смотри, как надо!!!».

07.00 «╃けぉさけっ せすさけ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-
おっ)

09.30 «╃けぉさけっ せすさけ!»
10.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
11.30 «╁っさぬ かのぉゃう きけっえ…» 〈っかっそうかぬき 

(くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
12.30 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «╃ぇゃぇえすっ しこけひき!» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
14.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか 
15.00 «]っきぬ ょくっえ». ╇くそけさきぇちうけくくけ-

ぇくぇかうすうつっしおぇは こさけゅさぇききぇ 
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «╄しかう たけつってぬ ぉにすぬ いょけさけゃにき…»
16.40 «╋けは こさけそっししうは»
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
17.00 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
17.15 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
17.30 «〈ぇきつに-てけせ»
18.00 «╋せいにおぇかぬくぇは こっさっきっくおぇ»

18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». 〈っかっしっさうぇか
18.30 «╀せょっき いくぇおけきに!» ╋けかけょひあくにえ 

すっかっしっさうぇか 
19.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
19.20 «╁さっきは ゃにぉけさぇ» 
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «』うしすにっ そぇおすに». ╃けおせきっくすぇかぬくにえ 

そうかぬき
21.45 «┿ゅっくすしすゃけ うくゃっしすうちうけくくけゅけ さぇいゃう-

すうは [〈: «biz.tatar.ru»
22.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
22.30 «′ぇさけょ きけえ…»
23.00 «╂けしすうくつうお ょかは きぇかにてっえ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
23.15 «》けつせ きせかぬすそうかぬき!»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)
00.00 «╀っかにえ けかっぇくょさ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
02.00 «╁うょっけしこけさす»
02.30 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか
03.30 [っすさけ-おけくちっさす 
04.00 «╃ぇゃぇえすっ しこけひき!»
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При сальмонеллезе поражается желудочно-кишечный тракт 

– боли в животе, общая интоксикация организма. 
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