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Рис.Владимира РАННИХ.

Анекдот

Нaчaльник обрaщaется к подчиненным: 

- Слушaйте, перестaньте вы нaзывaть меня «босс», 

«шеф»! К чему это совершенно чуждое нaм иноязычное 

подобострaстие? Не люблю я этого... 

- А кaк вaс нaзывaть? 

- Дa господи! Ну, попроще кaк-нибудь, по-русски... 

Нaпример, «кормилец».

08.00 90た60た90
09.00 ╁っしすう-しこけさす
09.00 ¨すょっか すけゃぇさくけゅけ おぇつっしすゃぇ
09.25, 10.25, 21.20 ‶さけゅくけい こけゅけょに
09.30 ┿ゃすけねかうすぇ
10.00 ┿しすさけこさけゅくけい
10.05 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
10.30 10 +
10.35 ╁ きうさっ ょけさけゅ
10.55 ┿しすさけこさけゅくけい
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.10 ′ぇせおぇ 2.0
11.40 》/そ «╃╁¨╈′╇╉»
13.35 ]こけさすback
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 《せすぉけか [けししうう. ‶っさっょ すせさけき
15.00 ‶かぇくっすぇ そせすぉけかぇ

15.30 》けおおっえ. ╉》╊. ╉せぉけお ╂ぇゅぇさうくぇ. 
«┿ゃぇくゅぇさょ» (¨きしおぇは けぉかぇしすぬ) - «╃うくぇ-
きけ» (╋けしおゃぇ) ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

18.15 《せすぉけか. ‶さっきぬっさ-かうゅぇ. «╃う-
くぇきけ» (╋けしおゃぇ) - 『]╉┿. ‶さはきぇは すさぇくし-
かはちうは

20.25 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
20.50 ┿しすさけこさけゅくけい
20.55 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
21.25 ╃けおすけさ おさぇしけすに
21.55 ′けゃにっ すったくけかけゅうう
22.15 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ┿くゅかうう. 

«┿さしっくぇか» - «』っかしう»
02.35 ╀けおし. ╃あっえきし ╃うゅっえか (╁っかうおけ-

ぉさうすぇくうは) こさけすうゃ ╉さうしすうぇくぇ ]ぇくぇゃうう
04.00 ╁っしすう-しこけさす
04.10 ╃/そ «╉ぇさすに ゃっかうおうた こっさゃけけす-

おさにゃぇすっかっえ»
05.10 ╋けは こかぇくっすぇ

04.55 ¨しすさけしのあっすくにえ そうかぬき 
«╉〈¨ ]〈〉』╇〈]ぅ ╁ ╃╁╄[を ╉¨ 
╋′╄?»

06.35 ]っかぬしおけっ せすさけ
07.05 ╃うぇかけゅう け あうゃけすくにた
08.00 ╁っしすう
08.10 ╁っしすう-〉さぇか
08.20 ╁けっくくぇは こさけゅさぇききぇ
08.50 ]せぉぉけすくうお
09.30 ╂けさけょけお
10.05 ╁っしすう-〉さぇか. ╃っあせさくぇは 

つぇしすぬ
10.35 ]すさけえこかけとぇょおぇ
10.45 ╁っしすう-〉さぇか. 〉さぇかぬしおうえ きっ-

さうょうぇく
11.00 ╁っしすう

11.10 ╁っしすう-〉さぇか
11.20 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
11.55 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ
12.25 〈/し «╁しっゅょぇ ゅけゃけさう «╁しっゅ-

ょぇ»
14.00 ╁っしすう
14.20 ╁っしすう-〉さぇか
14.30 〈/し «╁しっゅょぇ ゅけゃけさう «╁しっゅ-

ょぇ»
17.00 ]せぉぉけすくうえ ゃっつっさ
19.00 «【けせ «╃っしはすぬ きうかかうけ-

くけゃ»
20.00 ╁っしすう ゃ しせぉぉけすせ
20.45 ╋っかけょさぇきぇ «╂ぃ╊を』┿〈┿╈»
00.30 ╃っゃつぇすぇ
01.10 ╀けっゃうお «¨╀╇〈┿╄╋｠╈ 

¨]〈[¨╁»
03.40 《うかぬき せあぇしけゃ «′╄╇╆╁╄]〈-

′¨╂¨ ‶[¨╇]》¨╅╃╄′╇ぅ»

05.30 ╋っかけょさぇきぇ «╃╄╊¨ ╀｠╊¨ 
╁ ‶╄′を╉¨╁╄»

06.00 ′けゃけしすう
06.10 ╋っかけょさぇきぇ «╃╄╊¨ ╀｠╊¨ 

╁ ‶╄′を╉¨╁╄». ¨おけくつぇくうっ
07.35 ╇ゅさぇえ, ゅぇさきけくぬ かのぉうきぇは!
08.20 ╋/し «╃あっえお う こうさぇすに ′っす-

かぇくょうう»
08.50 ]きってぇさうおう. ‶うく-おけょ
09.00 〉きくうちに う せきくうおう
09.45 ]かけゃけ こぇしすにさは
10.00 ′けゃけしすう
10.15 ]きぇお
10.55 «╉ゃぇさすっす «╇». ¨ つっき きけか-

つぇす きせあつうくに
12.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
12.15 ╉ のぉうかっの ぇおすさうしに. ╊ぇいぇ-

さっゃ う ′っきけかはっゃぇ. ╄とっ さぇい こさけ かの-
ぉけゃぬ

13.20 ╉けきっょうは «╂┿[┿╅»
15.15 ╉ のぉうかっの ぇおすっさぇ. ‶ぇゃっか 

╊せしこっおぇっゃ. ╂さぇくぇすぇ くっ すけえ しうしすっきに
16.20 ‶さうおかのつっくうは «╀╄╊¨╄ 

]¨╊′『╄ ‶〉]〈｠′╇»
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)
18.20 ╉すけ たけつっす しすぇすぬ きうかかうけくっ-

さけき?
19.30 ╊っゅっくょぇ. ╊のょきうかぇ ╂せさつっく-

おけ
21.00 ╁さっきは
21.20 ╅っしすけおうっ うゅさに
23.05 〈さぇゅうおけきっょうは «[¨╋¨╁｠╈ 

╃′╄╁′╇╉»
01.20 〈さうかかっさ «]╄╉[╄〈′｠╄ ╋┿-

〈╄[╇┿╊｠»
03.30 〈さぇゅうおけきっょうは «]╄╋╄╈′｠╄ 

〈┿╈′｠»
05.15 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう

05.45 〈/し «【こうけくしおうっ うゅさに»
07.25 ]きけすさ
08.00 ]っゅけょくは
08.15 «╊けすっさっは «╆けかけすけえ おかのつ»
08.45 ┿おぇょっきうは おさぇしけすに し ╊はえ-

しぇく 〉すはてっゃけえ
09.20 ╂けすけゃうき し ┿かっおしっっき ╆うきう-

くにき
10.00 ]っゅけょくは
10.20 ╂かぇゃくぇは ょけさけゅぇ
10.55 ╉せかうくぇさくにえ こけっょうくけお
12.00 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし
13.00 ]っゅけょくは
13.20 ]ゃけは うゅさぇ
14.10 〈/し «〉かうちに さぇいぉうすにた そけ-

くぇさっえ»
16.00 ]っゅけょくは
16.20 ]かっょしすゃうっ ゃっかう...
17.20 ¨つくぇは しすぇゃおぇ
18.20 ¨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
19.00 ]っゅけょくは
19.25 ‶さけそっししうは - さっこけさすっさ
19.55 ‶さけゅさぇききぇ きぇおしうきせき. [ぇし-

しかっょけゃぇくうは, おけすけさにっ おぇしぇのすしは 
おぇあょけゅけ

21.00 [せししおうっ しっくしぇちうう
21.55 〈に くっ こけゃっさうてぬ!
22.55 ╁ぇかっさうは. 20 かっす くぇ しちっくっ. 

╂さぇくょうけいくにえ おけくちっさす ゃ ╉さっきかっ
01.00 〈/し «』ぇし ╁けかおけゃぇ»
03.00 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
04.45 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
06.10 ╃さぇきぇ «′¨』′¨╈ ぁ╉╇‶┿╅»
08.00 〈にしはつぇ きっかけつっえ
08.20 ╋っょうちうくしおけっ けぉけいさっくうっ
08.30 ╋せかぬすそうかぬきに
09.35 ╉けきっょうは «╉╇′-╃╆┿-╃╆┿!»
12.30 ╄しすぬ すっきぇ
13.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
15.00 ╃っすっおすうゃ «╁¨‶[╄╉╇ ╁]╄╋〉»
16.30 《ねくすっいう «¨》¨〈′╇╉╇ ╀〉╃〉-

】╄╂¨»

18.30 〉かっすくけっ ゃうょっけ
20.00 +100500
20.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.00 +100500
23.30 ]すにょくけ, おけゅょぇ ゃうょくけ!
00.00 〈/し «]ゃっすかぇくぇ»
00.30 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
01.05 ╉けきっょうは «╉╇′-╃╆┿-╃╆┿!»
03.30 《ねくすっいう «¨》¨〈′╇╉╇ ╀〉╃〉-

】╄╂¨»
05.10 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ

05.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
06.00 ]けぉにすうは 〉さ《¨
06.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
07.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
07.40 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
07.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
08.00 ╋せかぬすそうかぬき
09.05 ‶はすにえ せゅけか
09.25 [っちっこす
09.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
10.00 ╃くっゃくうお おけくおせさしぇ «╋ぇ-

かっくぬおぇは すっかっきうしし 2012»
10.10 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
10.30 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
10.50 ]っおさっすに しすさけえくけしすう
11.10 ┿ゃすけねかうすぇ
11.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
12.00 ]けぉにすうは. ╇くくけゃぇちうう
12.10 ]けぉにすうは. ╉せかぬすせさぇ
12.20 ]けぉにすうは. ╇くすっさくっす
12.30 ╋っゅぇょさけき
13.00 〉さぇかぬしおぇは うゅさぇ
13.35 ╋せかぬすそうかぬき
13.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.00 》/そ «╂〉]┿[]╉┿ぅ ╀┿╊╊┿-

╃┿»
15.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
16.00 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
16.50 ╁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
17.10 ╃けさけゅぇ ゃ ┿いっさぉぇえょあぇく
17.40 』すけ ょっかぇすぬ?
18.10 ╋うくう-そせすぉけか. 』っきこうけくぇす 

[けししうう. «]うくぇさぇ» (╄おぇすっさうくぉせさゅ) - 
«╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ)

19.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
20.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう くっょっかう
20.50 ]けぉにすうは. ¨ぉさぇいけゃぇくうっ
21.00 》/そ «]〈┿[╇╉╇-[┿╆-

╀¨╈′╇╉╇»
22.55 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
23.00 ‶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
23.30 ╇きっの こさぇゃけ
23.50 ┿ゃうぇさっゃの
00.10 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.40 ′けつぬ ゃ そうかぇさきけくうう
01.30 》/そ «〈[╇ 〈¨╁┿[╇】┿»
03.15 ┿しすさけこさけゅくけい
03.20 ╃/そ «‶さうおかのつっくうは ̈ しすうくぇ 

]すうゃっくしぇ»
04.15 De facto
04.30 ╃/そ «[っょおうえ ゃうょ»

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ╀うぉかっえしおうえ しのあっす
10.35 》/そ «╋┿╈]╉╇╄ ╆╁╄╆╃｠»
12.05 ╀けかぬてっ, つっき かのぉけゃぬ. ]すぇ-

くうしかぇゃ [けしすけちおうえ う ′うくぇ ╋っくぬてう-
おけゃぇ

12.45 ╊うつくけっ ゃさっきは. ╁かぇょうきうさ 
╉けてっゃけえ

13.10 》/そ «[〉]┿╊¨』╉┿»
14.35 ╋/そ «╋っょゃっあせすぬ»
14.50 ¨つっゃうょくけっ-くっゃっさけはすくけっ
15.20 ╉ のぉうかっの ]ゃっすかぇくに ′っきけ-

かはっゃけえ. «‶さういくぇくうっ ゃ かのぉゃう»

16.00 ]こっおすぇおかぬ «]きった かぇくゅせ-
しすに»

17.45 ╃/し «╃ゃけさちに ╄ゃさけこに»
18.40 ╀けかぬてぇは しっきぬは. ┿さょけゃに
19.35 [けきぇくすうおぇ さけきぇくしぇ
20.30 》/そ «]╉┿╆ ‶[¨ 〈¨, ╉┿╉ 

『┿[を ‶╄〈[ ┿[┿‶┿ ╅╄′╇╊»
22.10 ╀っかぇは しすせょうは. ]っさゅっえ ╋ぇ-

おけゃっちおうえ
22.50 ╃/そ «【ぇたすぇ わ8»
01.05 ╉けくちっさす «╃あぇい くぇ しっきう ゃっ-

すさぇた»
01.45 ╋/そ «╁ きうさっ ぉぇしっく»
01.55 ╃/し «╃ゃけさちに ╄ゃさけこに»
02.50 ╃/そ «〈けきぇし ┿かゃぇ ぁょうしけく»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
07.00 ‶けしかっしかけゃうっ
07.25 ‶けゅけょぇ
07.30 〈/し «[けいきぇさう う すぇえき»
09.20 ╉せょぇ こさうゃけょはす きっつすに
09.50 ‶さうおかのつっくうは «〈┿╇′]〈╁╄′-

′┿ぅ [╄╊╇╉╁╇ぅ»
13.30 ]ゃぇょっぉくけっ こかぇすぬっ
14.00 ]こさけしうすっ こけゃぇさぇ
15.00 ╉さぇしけすぇ すさっぉせっす!
16.00 ╋っかけょさぇきぇ «]╄╋╄╈′｠╈ 

〉╅╇′»
18.00 ╉せたくは

18.30 36,6
18.55 ‶けゅけょぇ
19.00 ╃あっえきう: ゃ こけうしおぇた ゃおせしぇ
19.30 ╃さぇきぇ «╁╄╊╇╉¨╊╄‶′｠╈ 

╁╄╉»
21.35 ╉けきっょうは «′╄〈 ╋〉╅』╇′ - ′╄〈 

‶[¨╀╊╄╋»
23.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»
23.30 ╁おせし あういくう
23.55 ‶けゅけょぇ
00.00 ╃さぇきぇ «╃╄╊┿ ]╄╋╄╈′｠╄»
01.30 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
03.20 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
04.55 ╃/し «╆ゃっいょくぇは あういくぬ»
06.10 ╁おせしに きうさぇ
06.25 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
07.30 》/そ «╁ ¨╅╇╃┿′╇╇ 』〉╃┿»
09.15 〈/し «╃うくけすけこうは»
12.00 》/そ «〉』╄′╇╉ 』┿[¨╃╄ぅ»
14.00 》/そ «╁¨╈′┿ ╃╇′¨╆┿╁[¨╁»
15.45 》/そ «╂┿[[╇ ‶¨〈〈╄[ ╇ 〈┿╈-

′┿ぅ ╉¨╋′┿〈┿»
19.00 〉ょうゃう きっくは!
21.00 》/そ «]〉╃′｠╈ ╃╄′を»
23.00 》/そ «╂┿[¨╊を╃ ╇ ╉〉╋┿[: ‶¨-

╀╄╂ ╇╆ ╂〉┿′〈┿′┿╋¨»
01.00 》/そ «╂¨[╃¨]〈を ╇ ]╊┿╁┿»
03.15 》/そ «╀╇〈╁┿ ╆┿ ]¨╉[¨╁╇】┿»
04.45 «╇しおさうゃかっくうっ ゃさっきっくう»
05.30 ╆ゃっいょくにえ ょっしぇくす: たさけくうおう

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «〈せくゅせししおうえ 

きっすっけさうす»

05.30 〈/し «]けかょぇすに - 13»

09.00 [っぇかぬくにえ しこけさす

09.15 100%

09.50 』うしすぇは さぇぉけすぇ

10.30 ]すさぇくくけっ ょっかけ: «┿くすぇさおすうょぇ. 

╊っょはくぇは ╁しっかっくくぇは»

11.30 ]っおさっすくにっ すっささうすけさうう: «‶う-

さぇきうょに. ′ぇしかっょうっ ぉけゅけゃ»
12.30 ′けゃけしすう 24
13.00 ╁けっくくぇは すぇえくぇ
15.00 ╅うすぬ ぉせょっすっ
17.00 ┿ょしおぇは おせたくは
18.30 [っこけさすっさしおうっ うしすけさうう
19.00 ′っょっかは
20.00 ╉けくちっさす «ぅ かのぉかの ┿きっさうおせ!»
22.15 ╀けっゃうお «¨》¨〈┿ ′┿ ‶╇[┿-

′をぃ»
00.45 ぁさけすうおぇ «‶┿‶[╇╉┿»
03.00 〈/し «╆ぇつっき すっぉっ ぇかうぉう?»

07.00 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 
【すぇくに»

08.20 ╅っくしおぇは かうゅぇ: こぇさくう, ょっくぬゅう 
う かのぉけゃぬ

10.00 【おけかぇ さっきけくすぇ
11.00 ╅っくしおぇは かうゅぇ
11.30 ╃/そ «‶けたせょっえ しけ いゃっいょけえ»
12.30 Comedy woman
13.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ
14.30 ぁおしすさぇしっくしに ゃっょせす さぇししかっょけ-

ゃぇくうっ
15.30 〈/し «╇くすっさくに»

17.30 ]せこっさうくすせうちうは
18.30 Comedy woman
19.30 ╉けきっょう ╉かぇぉ
20.00 《ぇくすぇしすうつっしおうえ すさうかかっさ «]〉-

╋╄[╉╇. ]┿╂┿. ╆┿〈╋╄′╇╄»
22.25 ╉けきっょう ╉かぇぉ. ╊せつてっっ
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 ╃さぇきぇ «‶╇[┿╋╋╋╇╃┿»
02.40 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.40 ╄とっ
05.05 ╉けきっょうぇくすに
05.20 ╄とっ
06.00 ╋/し «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうくょあっさ»

00.00 «′けゃけしすう すっかっおけきこぇくうう «]けのい»
01.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30 «』っかけゃっお こっさっょ ╀けゅけき»
02.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか».
02.30, 14.45 «╇くすっさゃぬの っこうしおけこぇ ╊けく-

ゅうくぇ» (]ぇさぇすけゃ) / «╀かぇゅぇは ゃっしすぬ» (╉せさ-
ゅぇく) / «╋うさ ょせてう» (╁かぇょうおぇゃおぇい)

02.45 «]かけゃけ こぇしすにさは»  (╊うこっちお)
03.00, 13.00, 22.00   ╊っおちうは こさけそっししけさぇ 

┿.╇.¨しうこけゃぇ
04.00 «¨すつうえ ょけき» (╄おぇすっさうくけょぇさ)
04.15 «〈さっいゃっくうっ»
04.30 «╀かぇゅけゃっしす» (╋うくしお)
05.00, 20.00 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
06.00, 16.00, 21.45, 23.15  «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15 «]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (╀っさょはくしお)
06.30, 08.30, 16.30, 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, 16.45, 21.15 『っさおけゃくにえ 

おぇかっくょぇさぬ
07.00 ‶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) / «╋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 

こさぇゃけしかぇゃうは» (╉せさしお)
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, 12.45 «‶け しゃはすにき きっしすぇき».
08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
09.00 «╂けさはつぇは かうくうは» (]うきそっさけこけかぬ)
09.45 «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお)
10.00 «┿さたうこぇしすにさぬ». 
10.30 «′っぉけ くぇ いっきかっ»
11.00 «]っょきうちぇ» (╃くっこさけこっすさけゃしお)
11.30 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»
11.45 «╋うさけくけしうちに»
12.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ (¨ょっししぇ)
12.30 «╁しっき きうさけき!»
14.00 «╋うさ こさぇゃけしかぇゃうは» (╉うっゃ)
15.00 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»
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»

17.00 ╁しっくけとくけっ ぉょっくうっ. ‶さはきぇは すさぇくし-
かはちうは 

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

23.00 «╉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

23.30 «╆ゃけくくうちぇ» (ぅさけしかぇゃかぬ)

07.00 «╋ぇすぇょけさ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 
そうかぬき

08.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
08.45 ′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)
09.00 «╋せいにおぇかぬくにっ こけいょさぇゃかっくうは» (くぇ 

すぇすぇさしおけき はいにおっ)
11.00 «]っおさっすに すぇすぇさしおけえ おせたくう» (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
11.30 «╋っあょせ くぇきう…»
12.00 «╋せいにおぇかぬくにっ しかうゃおう» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
12.45 «〉かにぉくうしぬ!» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
13.00 «‶っさっおさっしすけお きくっくうえ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
14.00 «]すせこっくう»
14.30 «╁うょっけしこけさす»
15.00 «]けいゃっいょうっ – ╈けかょにいかにお-2012»
17.00 ╉けくちっさす うい こっしっく くぇ しすうたう 【. ╆う-

ゅぇくゅうさけゃけえ 
18.00 «╆ぇおけく. ‶ぇさかぇきっくす. ¨ぉとっしすゃけ» (くぇ 

すぇすぇさしおけき はいにおっ)
18.30 «[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)
19.00 «╉╁′-2012»
20.00 «]さっょぇ けぉうすぇくうは»
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ. ╁ しせぉぉけすせ ゃっ-

つっさけき
21.00 «╂けかけゃけかけきおぇ». 〈っかっうゅさぇ (くぇ すぇ-

すぇさしおけき はいにおっ)
22.00 〈ぇすぇさしすぇく. ¨ぉいけさ くっょっかう (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
22.30 «╃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)
23.15 «]すさぇたけゃぇくうっ しっゅけょくは»
23.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ. ╁ しせぉぉけすせ ゃっ-

つっさけき
00.00 «[っすさけ ゃすさけっき». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
02.00 «╀けう こけ こさぇゃうかぇき TNA»
02.30 «』ぇしけゃけえ きったぇくういき». 》せょけあっしすゃっく-

くにえ そうかぬき
04.00 ╉けくちっさす うい こっしっく くぇ しすうたう 【. ╆う-

ゅぇくゅうさけゃけえ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
10.00, 18.30 ]っえつぇし
10.10 〈/し «]かっょ»
19.00 〈/し «]こっちくぇい»
22.00 ╃さぇきぇ «]┿‶╄[｠. ╀╄╆ ‶[┿╁┿ ′┿ 

¨【╇╀╉〉»

23.45 ‶さぇゃょぇ あういくう. ]こっちさっこけさすぇあ ょかは 

ゃいさけしかにた

00.15 〈/し «]すぇは»

03.25 ╀けっゃうお «〈[¨′ ╁ ╉[¨╁╇»

05.10 ╃/そ «¨しっくぬ, うかう こさけすけおけか けょくけゅけ 

いぇしっょぇくうは»

06.00 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «ぁ╊-
╁╇′ ╇ ╀〉[〉′╃〉╉╇ ╁]〈[╄』┿ぃ〈 ¨╀¨-
[¨〈′ぅ»

07.30 ╋/そ «〈ぇえくぇ すさっすぬっえ こかぇくっ-
すに»

08.30 ╋/そ «]うかぬゃっしすさ う 〈ゃうすすう»
09.00 ]なってぬすっ ねすけ くっきっょかっくくけ!
09.30 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «╁╇′-

′╇ ╇ ]╊¨′¨〈¨‶»
10.40 ╋/し «〈けき う ╃あっささう»
11.00 ぁすけ きけえ さっぉっくけお!
12.00 〈/し «╁けさけくうくに»

14.00 〈/し «╋けかけょけあっくに»
16.00 6 おぇょさけゃ
17.15 《ぇくすぇしすうつっしおうえ ぉけっゃうお «╁¨-

╃′｠╈ ╋╇[»
19.45 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき «╃¨-

╀[｠′ぅ ′╇╉╇〈╇』 ╇ ╆╋╄╈ ╂¨[｠′｠』»
21.00 ╉けきっょうは «╃╁¨╄: ぅ ╇ ╋¨ぅ 

〈╄′を»
22.55 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっくっえ». 

«╂けさう けくけ ゃしっ... ╉けくっき!»
00.25 ╃さぇきぇ «[¨╉-╁¨╊′┿»
02.55 〈さうかかっさ «╃¨╀[¨ ‶¨╅┿╊¨-

╁┿〈を ╁ ╊ぁ╈╉╁をぃ»
05.00 ╀けっゃうお «╉┿[┿〈╄╊を. 〈╄[[╇〈¨-

[╇ぅ ╁¨╈′｠»

07.10 ′けゃけしすう. ╇すけゅう ょくは
07.40 ╉けきっょうは «〈[｠′-〈[┿╁┿»
09.25 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ». ′けつ-

くけえ ゃにこせしお
09.55 ]すっくょ
10.10 ]すさけうき ゃきっしすっ
10.40 【おせさくにえ ゃけこさけし
11.00 ぁおしこさっしし-いょけさけゃぬっ

11.30 〈/し «[けあょっくくぇは さっゃけかの-
ちうっえ»

20.00 ╀のさけ あせさくぇかうしすしおうた うし-
しかっょけゃぇくうえ

20.30 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
21.00 〈さうかかっさ «‶┿〈[〉╊を»
22.50 ′けゃけしすう. ╇すけゅう くっょっかう
23.20 ╋っかけょさぇきぇ «╇′〈╄[╃╄-

╁¨』╉┿» 1, 2 し.
02.00 〈/し «[けあょっくくぇは さっゃけかの-

ちうっえ»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くょせしすさうは おうくけ
05.00 ╁っしすう
05.20 ぁおけくけきうおぇ
05.30 ╁っしすう
05.35 [っこけさすぇあ
05.40 ]こけさす
05.50 [けししうえしおぇは ゅぇいっすぇ
06.00 ╁っしすう
06.20 ]こけさす
06.30 ぁおけくけきうおぇ
06.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
07.00 ╁っしすう
07.10 ぁおけくけきうおぇ
07.20 ]こけさす
07.30 ╁っしすう
07.35 [っこけさすぇあ
07.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
07.50 ╉せかぬすせさぇ
08.00 ╁っしすう
08.10 ぁおけくけきうおぇ
08.20 ]こけさす
08.30 ╁っしすう
08.35 [っこけさすぇあ
08.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
08.50 ╁っしすう.Net
09.00 ╁っしすう
09.10 ぁおけくけきうおぇ
09.20 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 ╁っしすう. 〈っかっおけききせくうおぇちうう
09.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
10.00 ╁っしすう
10.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
10.30 ╁っしすう
10.30 ╁ぇてっ いょけさけゃぬっ
11.00 ╁っしすう
11.15 ╇くすっさゃぬの
11.25 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
12.00 ╁っしすう
12.10 [っこけさすぇあ
12.25 ]こけさす
12.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
13.00 ╁っしすう
13.10 [けししうえしおうっ くぇくけすったくけかけゅうう
13.15 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
13.25 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 [っこけさすぇあ
13.45 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
14.00 ╁っしすう
14.15 ╋ぇてうくけしすさけっくうっ
14.25 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 ╇くょせしすさうは おうくけ
15.00 ╁っしすう

15.15 ′ぇせおぇ 2.0
15.25 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 ′ぇせおぇ 2.0
16.00 ╁っしすう
16.15 ‶せすってっしすゃうっ
16.30 ╁っしすう
16.35 ‶せすってっしすゃうっ
16.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
17.00 ╁っしすう
17.05 ]っくぇす
18.00 ╁っしすう
18.15 ┿ゅさけぉういくっし
18.25 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.36 『っさおけゃぬ う きうさ
19.00 ╁っしすう
19.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
19.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきう-

くけえ
20.00 ╁っしすう
20.15 ╁っしすう. ′ぇせおぇ
20.25 ╁っしすう. ]けぉにすうは くっょっかう
20.30 ‶けかっ ╉せかうおけゃけ
20.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
21.00 ╁っしすう
21.15 ‶せすってっしすゃうっ
21.30 ╇ょうすっ ゃ ぉぇくの
21.50 ╃くっゃくうお おけくおせさしぇ «╋ぇかっくぬ-

おぇは すっかっきうしし 2012»
22.00 ╁っしすう
22.15 ]′╂ し ╉うさうかかけき 〈ぇくぇっゃにき
22.25 ]こけさす
22.30 ‶けかっいくにっ きっすさに
23.00 ╁っしすう
23.10 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
23.30 ╁っしすう
23.35 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
00.00 ╁っしすう
00.15 ′けゃけしすう ‶けょきけしおけゃぬは
00.25 ]こけさす
00.30 ╁っしすう
00.35 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.05 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
01.25 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
02.00 ╁っしすう
02.15 ‶せすってっしすゃうっ
02.30 ╁っしすう
02.35 ‶せすってっしすゃうっ
02.50 〈っかっおけき
03.00 ╁っしすう ゃ しせぉぉけすせ
03.35 ╁っしすう
03.45 ╇くすっさゃぬの
04.00 ╁っしすう
04.15 ╁っしすう. 〈さぇくしこけさす
04.25 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

06.00 Hit chart
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
09.40 Big Love つぇさす
10.40 ╂せぉおぇ ╀けぉ
11.30 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
12.00 ′っさっぇかぬくにっ うゅさに
12.30 13 おうくけかぇあ
13.00 News ╀かけお weekly
13.30 ╉すけ おさせつっ
14.00 ╆くぇきっくうすにっ あっさすゃに こかぇしすう-

つっしおけえ たうさせさゅうう: おさぇしぇゃうちに う つせょけゃう-
とぇ

15.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2

18.00 〈ぇえく.Net
19.00 ]かうておけき おさぇしうゃにっ
19.30 ╀ってっくにっ こさっょおう. [せししおぇは 

ゃっさしうは
20.00 ]ゃうょぇくうっ ゃしかっこせの
20.30 ]ょっかぇえ きくっ いゃっいょせ
21.00 ╊のぉけゃぬ くぇ つっすゃっさにた
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
23.00 American idol
00.15 ╆くぇきっくうすにっ あっさすゃに こかぇしすう-

つっしおけえ たうさせさゅうう: おさぇしぇゃうちに う つせょけゃう-
とぇ

01.10 World Stage. ╉けくちっさす 
Evanescence

02.00 Music
05.00 Live in tele club

06.00 ╋ぇさて-ぉさけしけお
06.35 ╋せかぬすこぇさぇょ
07.40 ┿╀╁╂╃っえおぇ
08.05 ╃っくぬ ぇうしすぇ
08.25 《ぇおすけさ あういくう
08.55 ╃/そ «╀けさけょぇゃけつくうおう う こさけ-

つうっ»
09.40 ╋せかぬすそうかぬき
10.00 ]おぇいおぇ «]╉┿╆╉┿ ¨ 『┿[╄ ]┿╊-

〈┿′╄»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╂けさけょしおけっ しけぉさぇくうっ
12.30 ‶ぇゃっか ]ぇくぇっゃ ゃ こさけゅさぇききっ 

«]すけ ゃけこさけしけゃ ゃいさけしかけきせ»
13.15 ‶さうおかのつっくうは «┿′╅╄╊╇╉┿ - 

╋┿[╉╇╆┿ ┿′╂╄╊¨╁»
15.30 ‶さうおかのつっくうは «╁╄╊╇╉¨╊╄‶-

′┿ぅ ┿′╅╄╊╇╉┿»
17.30 ]けぉにすうは
17.45 ‶っすさけゃおぇ, 38
17.55 ╋せかぬすそうかぬき
18.10 〈/し «╁かのぉかっくくにえ ぇゅっくす»
19.05 ╃ぇゃくけ くっ ゃうょっかうしぬ!
21.00 ‶けしすしおさうこすせき
21.55 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»
23.50 ]けぉにすうは
00.05 〈さうかかっさ «‶¨]╊╄╃′╇╈ 〉╇╉-

ぁ′╃»
01.55 ╀けっゃうお «╉¨╊¨′╇ぅ»
03.40 ╃/そ «╉けくっち しゃっすぇ. ╉ぇお ねすけ ぉせ-

ょっす»
05.20 ╋せかぬすそうかぬき
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