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Ребенок никак не хочет засыпать. Жена говорит мужу:

- Может, мне ему что-нибудь спеть?

- А может быть попробуешь с ним сначала по-хоро-

шему...?

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.20 ╁っしすう くぇしすけかぬくけゅけ すっくくうしぇ
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 10 +
08.15 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
08.45 ┿しすさけこさけゅくけい
08.50 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
09.10 ′けゃにっ すったくけかけゅうう
09.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.55 ┿しすさけこさけゅくけい
10.00 ╁っしすう-しこけさす
10.10 【おけかぇ ゃにあうゃぇくうは
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «╆╄╋′¨╄ ぅ╃[¨, ╀[¨]¨╉ 

╁ ‶[╄╇]‶¨╃′ぃぃ»
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 Top gear
15.20 》/そ «[¨╉╉╇ 4»
17.10 ╀けおし. ┿かっおしぇくょさ ‶けゃっすおうく 

([けししうは) こさけすうゃ ╋ぇさおけ 》せおぇ
19.30 ‶はすにえ せゅけか
19.50 10 +
20.00 ╋っょねおしこっさす
20.35 15 きうくせす け そうすくっしっ
20.50 ┿しすさけこさけゅくけい
20.55 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう «╆ぇこぇょ». ‶さはきぇは すさぇくしかは-
ちうは

23.15 ╁っしすう-しこけさす
23.30 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
23.50 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.00 【おけかぇ ゃにあうゃぇくうは
00.30 ╁っしすう.ru
00.50 ╇ゃぇく 』っさっいけゃ ゃ こさけゅさぇききっ 

«90x60x90»
01.40 《せすぉけか. 〈けゃぇさうとっしおうえ きぇすつ. 

‶けかぬてぇ - ‶けさすせゅぇかうは. ‶さはきぇは すさぇくし-
かはちうは

03.40 ╁っしすう-しこけさす
03.50 ╁っしすう.ru
04.05 》けおおっえ. ╉》╊. 1/4 そうくぇかぇ おけく-

そっさっくちうう «╆ぇこぇょ»
06.20 ╁しっ ゃおかのつっくけ

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 ╃さぇきぇ «╋｠ ╇╆ ╀〉╃〉】╄-

╂¨»
00.50 《せすぉけか. 〈けゃぇさうとっしおうえ 

きぇすつ. [けししうは - ╃ぇくうは. ‶さはきぇは 
すさぇくしかはちうは

02.55 〈/し «╃っゃせておぇ-
しこかっすくうちぇ-3»

03.45 ╉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 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. 〈けす っとっ 

こけょぇさけつっお...
23.35 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.00 ′ぇ くけつぬ ゅかはょは
00.55 〈さうかかっさ «‶[╇]ぅ╅′┿ぅ»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 〈さうかかっさ «‶[╇]ぅ╅′┿ぅ». 

¨おけくつぇくうっ
03.15 ╉けきっょうは «′┿ 〈¨╋ ]╁╄〈╄»

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 ╁くうきぇくうっ, さけいにしお!
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 ぁそそっおす ょけきうくけ. 《っゃさぇかぬ-

しおぇは さっゃけかのちうは ゃ しせょぬぉっ [けししうう
00.40 〈/し «╃っすっおすうゃ [ぇて»
01.35 ╃ぇつくにえ けすゃっす
02.40 』せょけ-かのょう
03.15 〈/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 ╀けっゃうお «╃╁¨╈′╇╉»
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
00.30 ╉ぇお は っいょうか ゃ ╋けしおゃせ
00.55 ╃さぇきぇ «‶╇[｠ ╁┿╊〈┿]┿[┿, 

╇╊╇ ′¨』を ]¨ ]〈┿╊╇′｠╋»
02.25 〈/し «┿くぇすけきうは しきっさすう»
03.10 ╀けっゃうお «╃╁¨╈′╇╉»
04.30 ╉けきっょうは «]┿╋¨〉╀╇╈『┿»

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
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 ╋/そ «╀ぇぉせておうく おけいかうお»
09.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
09.40 ╋/そ «╀っい ねすけゅけ くっかぬいは»
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 ]けぉにすうは 〉さ《¨
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 ╃けさけゅぇ ゃ ┿いっさぉぇえょあぇく
11.40 ╇きっの こさぇゃけ
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
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 ╉ぇぉうくっす きうくうしすさけゃ
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 «¨こぇしくにっ こさうおかのつっ-

くうは ¨しすうくぇ ]すうゃっくしぇ»
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. ╆ょけさけゃぬっ
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 〈/し «‶ぇょっくうっ うきこっさうう»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ╁っしすくうお っゃさぇいうえしおけえ きけ-

かけょっあう
17.30 ╂せさきね
17.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
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. ‶さぇゃけ
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 ╋うくう-そせすぉけか ゃ [けししうう
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. ‶さぇゃけ
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

06.30 ╄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»
12.05 ╀っしっょに け させししおけえ おせかぬすせさっ
12.40 ╃/そ «┿さきぇく ╅ぇく ╃の ‶かっししう 

ょっ [うてっかぬっ»
12.50 ╃/し «╂っけゅさぇそうつっしおうっ けすおさに-

すうは»
13.50 ╉さぇしせえしは, ゅさぇょ ‶っすさけゃ!
14.20 ]ぇくすうきっくすぇかぬくぇは ゅけさはつおぇ
15.10 ╃/そ «┿かすぇえしおうっ おっさあぇおう»
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

18.15 ╃/そ «╁うかぬゅっかぬき [っくすゅっく»
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 ┿ぉしけかのすくにえ しかせた
20.45 ╃/そ «ぅ ぉせょせ ゃにゅかはょっすぬ しきって-

くけ. 〈ぇすぬはくぇ ╁ぇしうかぬっゃぇ»
21.30 Aしademia. ぃさうえ ╊けすきぇく
22.15 ╋ぇゅうは おうくけ
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
00.15 ╃さぇきぇ «╂╄′[╇》 VIII» 2 し.
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «┿さきぇく ╅ぇく ╃の ‶かっししう 

ょっ [うてっかぬっ»

06.30 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
06.55 ‶けゅけょぇ
07.00 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
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 〈/し «╂さけきけゃに. ╃けき くぇょっあょに»
17.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»

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 ‶けしかっしかけゃうっ
19.35 ‶けかっいくにえ ゃっつっさ し ┿かっくけえ ╉け-

しすっさうくけえ
20.00 ‶けゅけょぇ
20.05 ╋っかけょさぇきぇ «‶¨]╊╄╃′╄╄ 

╃╄╊¨ ╉┿╆┿′¨╁｠»
21.50 ¨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 ╋っかけょさぇきぇ «╉┿[┿]╇»
01.20 〈/し «╉けかけきぉけ»
05.50 ╁おせしに きうさぇ
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 «╀っい しかっょぇ»
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 ╃/そ «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう» 

1 し.
11.00 ╃/そ «╂せぉうすっかぬくにえ ぉかっしお. 

╉ぇきっは-ゃぇきこうさ»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

╉さけくてすぇょす. ¨すしのょぇ くぇつうくぇっすしは ╆っきかは»
12.30 ╃/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 いぇゅぇょけつくにっ さうすせぇかに»
13.25 〈/し «╋っくすぇかうしす»
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 «╁けえくぇ こけかけゃ. ]っおし»
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 ょさっゃくうっ うくあっくっさに»
22.00 《ねくすっいう «『╄╊を′¨╋╄〈┿╊╊╇-

』╄]╉╇╈ ╆┿》╁┿〈』╇╉»
23.45 〈/し «]けぉにすうっ»
00.40 ╀けっゃうお «╉¨′〈[¨╊を ] ╆╄╋-

╊╇»
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

]ぇきぇさしおうえ ぉせくおっさ ]すぇかうくぇ. ╋っしすけ, きっ-
くはのとっっ しせょぬぉに»

03.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. 《けさきせかぇ 
かのぉゃう う ぉっししきっさすうは»

04.30 ╃/そ «〈ぇえくにっ いくぇおう. ╁ぇてぇ こぇ-
きはすぬ さってうす ゃしっ いぇ ゃぇし»

05.30 ╋せかぬすそうかぬきに

05.00 ╋/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 ╅ぇょくけしすぬ: «╀っいけすゃっすしすゃっく-

くけしすぬ»
08.30 ╅うゃぇは すっきぇ: «[ぇいせき ゅかせぉうく»
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╀けっゃうお «〉】╄[╀»
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: «╀っしに 

ょかは [けししうう»
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 ]こっちうぇかぬくにえ こさけっおす: «╆ぇゅけ-

ゃけさ こさけすうゃ させししおうた»
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 ╉けきっょうは «〈[╇′┿╃『┿〈を ╃[〉-

╆╄╈ ¨〉【╄′┿»
01.20 ╃さぇきぇ «‶¨╁╄╊╇〈╄╊を ╀〉[╇»
03.45 〈さうかかっさ «╃╄′を ╉¨╊〉╋╀┿»

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 «¨こぇしくにっ うゅさに»
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
16.00 ╉けきっょうは «‶╄[╁┿ぅ ╃¨』を»
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 ╃/そ «╊のぉけゃくうちに»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╉けきっょうは «╉┿′╇╉〉╊｠»
04.55 ╄とっ
06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ′け-
ゃけしすう

01.00, 06.00, 09.45, 21.45  «‶っさゃけしゃは-
すうすっかぬ»

01.15 «〈さっいゃっくうっ»
01.30, 09.00  «〈っぉっ こけょけぉぇっす こっしくぬ 

╀けゅせ» 
02.00  «〈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)
02.30 «╂かぇゅけかぬ» (ゅ.[はいぇくぬ)
03.00 «ぅ ゃっさの» ([にぉうくしお) / «¨ ゃっさっ う 

しこぇしっくうう» (╉さぇしくけょぇさ) / «╁けしおさっしっ-
くうっ» (》ぇくすに-╋ぇくしうえしお)

03.30, 12.00  «╊ぇきこぇょぇ» (′けゃけこけかけちお)
03.45 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
04.00 «╂けさはつぇは かうくうは» (]うきそっさけこけかぬ)
04.30 «╊のょう 『っさおゃう»
05.00, 19.00  «‶さうたけょ»
05.30 «]ゃっす きうさせ» (╊うこっちお) 
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
07.45 «¨ ゅけさくっき こけきにてかはえすっ» (╄おぇすっ-

さうくぉせさゅ) / «╀かぇゅけゃっしす» (〉かぇく-〉ょね)
08.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (╇けておぇさ-¨かぇ)

09.00 «〈っぉっ こけょけぉぇっす こっしくぬ ╀けゅせ
10.00 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶けゃすけさ ゃっ-

つっさくっえ こさけゅさぇききに 
11.00 «╋うすさけこけかうは» ([はいぇくぬ)
11.30 «》さぇきに [けししうう»
12.00 «]せとくけしすぬ» (╋うくしお)
12.30 «╀っしっょに し ╁かぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ)
13.00  «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは»
13.30  «╃せてっゃくぇは ゃっつっさは» ([はいぇくぬ)
14.30 «]うきゃけか  ゃっさに» (』っかはぉうくしお) / «╋うさ 

ゃぇてっきせ ょけきせ» (╉せいくっちお) / «》さうしすうぇく-
しおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)

14.45 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ» 
15.00 «‶かけょ ゃっさに»
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 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»
17.30 «‶さぇゃけしかぇゃくけっ ╆ぇぉぇえおぇかぬっ (』うすぇ) 

/ «╋うさはくっ» (╋ぇえおけこ) / «]ゃっす ‶さぇゃけ-
しかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっとっくしお) / «╋うさ こさぇゃけ-
しかぇゃくけえ ょせたけゃくけしすう» (╉ぇいぇたしすぇく) / 
«〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╉せさしお)

18.30 «]かけゃけ こぇしすにさは»  (╊うこっちお)
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 «╀っしっょに し ぉぇすのておけえ». ‶さはきけえ 

ねそうさ
23.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ
23.30 «〉さけおう ‶さぇゃけしかぇゃうは».

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)
12.00 «╂ぇさきけくぬ きけは…» 《かっさぇ 》せさきぇすけゃぇ
12.30 [っすさけ-おけくちっさす
13.00 «[けょくぇは いっきかは» (くぇ すぇすぇさしおけき はいに-

おっ)
13.30 «′ぇさけょ きけえ…» (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 «]っおさっすに すぇすぇさしおけえ おせたくう»
15.30 “]さっょぇ けぉうすぇくうは”
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «┿おすせぇかぬくにえ うしかぇき»
16.25 «′ぇしすぇゃくうお» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
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 ╋せかぬすそうかぬき

17.45 «╋けは こさけそっししうは» (くぇ すぇすぇさしおけき 
はいにおっ)

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 «‶っさっおさひしすけお きくっくうえ»
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 «╋けかけょひあくぇは けしすぇくけゃおぇ» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
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 «╂っさけえ っひ さけきぇくぇ». 》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 «╁ きうさっ おせかぬすせさに» (くぇ すぇすぇさしおけき 

はいにおっ)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 ]っえつぇし
06.10, 20.00, 20.50 〈/し «]かっょ»
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»
22.25 ╉けきっょうは «╉〉╀┿′]╉╇╄ ╉┿╆┿╉╇»
00.40 ╃さぇきぇ «]╋╄[〈′｠╈ ╁[┿╂»
02.20 ╀けっゃうお «〈[╄╁¨╅′｠╈ ╁｠╊╄〈»
03.50 ╃さぇきぇ «』〉╅╇╄ ‶╇]を╋┿»
05.20 ╃/そ «〈ぇえくぇは あういくぬ しかけくけゃ»

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 «]おせぉう う ]おさねここう»
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 〈/し «╁けしぬきうょっしはすにっ»
11.00 〈/し «╁けさけくうくに»
11.30 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 〈さうかかっさ «〈╄╋′｠╈ ╋╇[»
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 ╉けきっょうは «〈┿[╇《 ′¨╁¨╂¨╃-

′╇╈»
22.40 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 ╃っすぇかう
01.30 ╀けっゃうお «┿╋┿╆¨′╉╇ ╇ ╂╊┿-

╃╇┿〈¨[｠»
03.20 ╉けきっょうは «╀¨╊を【╄ 』╄╋ 

╃[〉╂»
05.20 ╋/し «′ぇしすけはとうっ けたけすくうおう いぇ 

こさうゃうょっくうはきう»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

06.20 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
06.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
06.55 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
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 «4 おぇくぇかぇ». ′けつくけえ 

ゃにこせしお
09.30 ]すっくょ
09.45 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
09.50 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
09.55 ╃/そ «╂けさっ-しすさけうすっかう»
10.45 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[» 3 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

17.30 ]すさけうき ゃきっしすっ
18.00 ╃/そ «〉ぉけえくにえ こけょぇさけお»
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 «╉けしぇ くぇ おぇきっくぬ»
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 ╃さぇきぇ «┿╋╄[╇╉┿′╄『»
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 ¨〈╉. ぁおしこっさすういぇ すけゃぇさけゃ う 

せしかせゅ ╄おぇすっさうくぉせさゅぇ
00.30 ╀けっゃうお «[ぁ╃»
02.20 ‶さうおかのつっくうは «]╄╉[╄〈′｠╈ 

《┿[╁┿〈╄[» 3 し.
03.30 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

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
07.00 ╁っしすう
07.10 ╁っしすう さっゅうけく
07.30 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう さっゅうけく
08.30 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
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 ┿ゃすけねかうすぇ
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 ‶さけ あういくぬ し ┿くくけえ ╉うさぬはくけゃけえ
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
07.00 ]すっさっけ せすさけ
11.00 ╋うさけゃけえ つぇさす
12.00 News ぉかけお
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 ╂けしょっこ. 〈けお-てけせ し ╉しっくうっえ 

]けぉつぇお

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. 《うくぇか
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
23.50 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 Big love chart
02.30 Music
05.00 Live in Tele club

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁にぉけさに ‶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
09.35 ╉けきっょうは «╆┿ ╁╇〈[╇′¨╈ 〉′╇-

╁╄[╋┿╂┿»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃っすっおすうゃ «╉〉[¨[〈′｠╈ [¨-

╋┿′»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.50 ╃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 «┿かっくぇ ぅおけゃかっゃぇ. ぅ 

しぇきぇ»
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ‶さうゅかぇてぇっす ╀けさうし ′けすおうく
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 ╁にぉけさに ‶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
21.25 〈/し «『にゅぇくおう»
23.40 ]けぉにすうは
00.10 〈さうかかっさ «╆┿╁〈[┿ ′┿』╇′┿╄〈-

]ぅ ╁』╄[┿»
01.55 ╋っかけょさぇきぇ «╊ぃ╀╉┿»
05.15 ╃/そ «╆くぇたぇさぬ XXI ゃっおぇ»


