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Мужик приходит с рaботы поздно, нa столе зaпискa: 

«Пельмени в морозилке, суп нa плите. Геннaдия в шкaфу 

не буди, ему в ночь»

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
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 ‶さけゅくけい こけ-

ゅけょに
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 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
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 》/そ «╇╂[┿ ╁ ]╋╄[〈を»
13.10 ╁けこさけし ゃさっきっくう
13.45 ╁っしすう.ru
14.00 ╋っしすくけっ ゃさっきは. ╁っしすう-しこけさす
14.30 《せすぉけか.ru
15.30 ╀けおし. ╀さねくょけく [うけし (]【┿) 

こさけすうゃ [うつぇさょぇ ┿ぉさうかは (╉せぉぇ)
17.20 ╁ きうさっ あうゃけすくにた
17.45 ╋けは さにぉぇかおぇ

18.15 ′ぇせおぇ 2.0
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
21.05 》/そ «╉¨╃╄╉] ╁¨[┿»
23.00 ′っょっかは しこけさすぇ
23.55 》けおおっえ. 』っきこうけくぇす きうさぇ しさっ-

ょう のくうけさけゃ. [けししうは - 【ゃっえちぇさうは. ‶さは-
きぇは すさぇくしかはちうは

02.10 ′ぇせおぇ 2.0
02.40 [っえすうくゅ 〈うきけそっは ╀ぇあっくけゃぇ
03.10 ╁っしすう-しこけさす
03.20 ╁っしすう.ru
03.40 〈ったくけかけゅうう ょさっゃくうた ちうゃうかう-

いぇちうえ
04.40 ╋けは こかぇくっすぇ
05.05 《せすぉけか. ‶さっきぬっさ-かうゅぇ. «╆っ-

くうす» (]ぇくおす-‶っすっさぉせさゅ) - 『]╉┿

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ [┿╀¨〈｠ 
] 05.00 ╃¨ 14.00

14.00 ╁っしすう
14.30 ╁っしすう-〉さぇか
14.50 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 

かのぉけゃぬ»
15.45 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»
16.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
17.00 ╁っしすう
17.30 ╁っしすう-〉さぇか
17.50 ╀さぇつくけっ ぇゅっくすしすゃけ ′うおけ-

かぇは ╀ぇしおけゃぇ

18.50 ‶さはきけえ ねそうさ
20.00 ╁っしすう
20.30 ╁っしすう-〉さぇか
20.50 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
21.00 〈/し «╋〉[»
22.45 〈/し «╊っおすけさ». «』っかけゃっお うい 

╉けしけゃけ»
23.40 ╂けさけょけお
00.40 ╁っしすう+
01.00 ‶さけそうかぇおすうおぇ
02.10 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき 

«]╋╄[〈╄╊を′┿ぅ ╀╇〈╁┿: ‶〉〈╄【╄-
]〈╁╇╄ ′┿』╇′┿╄〈]ぅ»

02.55 〈/し «╆ぇおけく う こけさはょけお»
04.45 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ

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
09.10 ╅っくしおうえ あせさくぇか
09.20 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.30 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
11.30 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
12.00 ′けゃけしすう
12.20 〈/し «╀ぇくょに»
13.25 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.20 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
15.00 ′けゃけしすう (し しせぉすうすさぇきう)
15.15 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
16.10 ‶さぇゃけ くぇ いぇとうすせ
17.00 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. 』すけ たせあっ 

ゅけさぬおけえ さっょぬおう?
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)
18.45 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
19.50 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «╊っすけ ゃけかおけゃ»
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
23.30 【けせ «╁っつっさくうえ 〉さゅぇくす»
00.00 ‶けいくっさ
01.00 ′けつくにっ くけゃけしすう
01.20 〈/し «╀っかにえ ゃけさけすくうつけお»
02.15 ╉けきっょうは «¨〈』┿ぅ′′｠╈ 

‶┿‶┿»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╉けきっょうは «¨〈』┿ぅ′′｠╈ 

‶┿‶┿». ¨おけくつぇくうっ
04.05 ╉さうきうくぇかぬくにっ たさけくうおう

05.55 ′〈╁ せすさけき
08.30 〈/し «╊うすっえくにえ»
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 』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
13.30 〈/し «╋っくすけゃしおうっ ゃけえくに»
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 «╀さぇすぇくに»
21.25 〈/し «╋っくす ゃ いぇおけくっ»
23.15 ]っゅけょくは. ╇すけゅう
23.35 』っしすくにえ こけくっょっかぬくうお
00.25 【おけかぇ いかけしかけゃうは. ╁かぇょう-

きうさ ╋ぇおぇくうく
01.10 ╂かぇゃくぇは ょけさけゅぇ
01.45 『っくすさ こけきけとう «┿くぇしすぇ-

しうは»
02.30 〈/し «╃╄〈╄╉〈╇╁ [┿【»
05.00 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»

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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
09.00 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
09.30 ‶さうおかのつっくうは «┿╉『╇ぅ»
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 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 ].〉.‶.
15.00 』け こさけうしたけょうす?
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 ╄しすぬ すっきぇ
21.00 ╉╁′. ╇ゅさぇのす ゃしっ
22.00 』け こさけうしたけょうす?
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 』け こさけうしたけょうす?
01.00 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
01.40 ‶さうおかのつっくうは «┿╉『╇ぅ»
03.15 ].〉.‶.
04.05 ]っおさっすくにっ そぇえかに
05.35 ╃っこぇさすぇきっくす しけぉしすゃっくくけえ 

ぉっいけこぇしくけしすう

05.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう くっょっかう
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 』すけ ょっかぇすぬ?
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 «╀っさかうくしおけっ こさけすうゃけ-

しすけはくうっ»
14.35 De facto
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
15.40 ╋せかぬすそうかぬき

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 «‶さうおかのつっくうは ̈ しすうくぇ 

]すうゃっくしぇ»
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
17.30 [っちっこす
18.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
18.10 ╁しっ け ╅╉》
18.25 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
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 ╃/そ «]せこっさおさけす. ╃っかけ け 

ゅっくっさぇかっ ╉ぇかせゅうくっ»
19.45 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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
20.40 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
21.00 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.00 〈/し «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
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 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
00.20 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.40 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
00.55 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
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 ╃/そ «╄ゃゅっくうえ ]ぇきけえかけゃ»
12.50 ╃/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»
13.15 ╉ 90-かっすうの ]うゅせさょぇ 【きうょすぇ. 

╊うくうは あういくう
14.10 ]こっおすぇおかぬ «]すさぇしすくけっ う しけ-

つせゃしすゃっくくけっ しけいっさちぇくうっ»
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に
16.10 ╃/し «ぁおけしうしすっきに. ‶ぇせすうくぇ 

あういくう»
17.05 ].‶さけおけそぬっゃ. ╉けくちっさす わ2 

ょかは そけさすっこうぇくけ し けさおっしすさけき

17.55 ╃/そ «╇けゅぇくく ╉っこかっさ»
18.05 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
19.00 『っさおけゃぬ ゃ うしすけさうう
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 ¨しすさけゃぇ. ¨かっゅ ╃ぇかぬ
21.25 Aしademia. ]うゅせさょ 【きうょす
22.15 〈っき ゃさっきっくっき
23.00 ╅ういくぬ いぇきっつぇすっかぬくにた うょっえ
23.30 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.50 》/そ «╀〉╃╃┿ [〉》′〉╊ ¨〈 ]〈｠-

╃┿»
01.10 ‶.』ぇえおけゃしおうえ. ]おさうこうつくにっ 

しけかけ うい ぉぇかっすけゃ
01.40 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.30 ╃/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»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 ╃/そ «¨すおさけゃっくくにえ さぇいゅけゃけさ»
12.00 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
12.30 ╉さぇしけすぇ すさっぉせっす!
13.30 ╃/そ «╆ゃっいょくぇは こかぇしすうおぇ»
14.30 ╋っかけょさぇきぇ «《┿╀[╇╉┿ ]』┿-

]〈をぅ»
16.30 ╃/し «]っきっえくにえ さぇいきっさ»
17.15 ╃/し «╆ゃっいょくにっ うしすけさうう»

17.30 ╅っくとうくに くっ こさけとぇのす
18.00 〈/し «╉けきうししぇさ [っおし»
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 〈/し «╉すけ, っしかう くっ は?»
21.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
21.30 ╃っすう けすちけゃ
22.00 ╄ょぇ こけ こさぇゃうかぇき う ぉっい...
22.45 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 «]¨╆╃┿′｠ ╃[〉╂ 

╃╊ぅ ╃[〉╂┿»
01.15 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
04.00 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
05.30 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
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 ╆ゃっいょくにっ ゃけえくに: ゃけえくに おかけ-

くけゃ
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ′っょゃうあう-

きけしすぬ»
10.00 ╃/そ «]ゃはすにっ. [けあょっしすゃっくしおけっ 

つせょけ ′うおけかぇは 〉ゅけょくうおぇ»
11.00 ╃/そ «╁っかうおぇは ‶ぇしたぇ»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ′け-

ゃけしうぉうさしお. ╋っしすぬ ぇかすぇえしおけえ こさうくちっし-
しに»

12.30 》/そ «』╄╊¨╁╄╉ ╁ ╅╄╊╄╆′¨╈ 
╋┿]╉╄»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ┿くすうぉうけ-

すうおう»
17.00 ╃/そ «╁けしこうすぇすぬ ょかは こさっしすけ-

かぇ»
18.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
19.05 〈/し «╉けしすう»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ╆ぇゅぇょ-

おぇ «╉けこぬは しせょぬぉに»
22.00 》/そ «╂╇╃[┿»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 》/そ «╃╅╄╉-‶¨〈[¨【╇〈╄╊を» 

1 つ.
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. [け-

しすけゃしおうっ かぇぉうさうくすに»
03.30 〈/し «¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた»
05.00 «╆ぇ こさっょっかぇきう くぇせおう»
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: «′ぇつうくおぇ ょかは 
つっきこうけくぇ»

05.30 ╋/し «【ねゅゅう う ]おせぉう-╃せ おかのつ 
くぇえょせす!»

06.00 ′けゃけしすう 24
06.30 ╆ゃぇくにえ せあうく
07.30 』うしすぇは さぇぉけすぇ
08.30 』ぇし しせょぇ
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 ╃さぇきぇ «╁¨[»
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 〈/し «]かっょぇおう»
17.00 〈/し «‶け いぇおけくせ»
17.30 ′けゃけしすう 24
18.00 ¨ぉきぇくせすにっ くぇせおけえ: «╋うさ こさう-

いさぇおけゃ»
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 ╁けっくくぇは すぇえくぇ
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 ╅うすぬ ぉせょっすっ
23.30 ╀けっゃうお «]〉╃をぅ ╃[╄╃╃»
01.25 〈/し «′っういゃっしすくにっ かうちぇ»
03.10 ╃さぇきぇ «‶[¨ 〉[¨╃¨╁ ╇ ╊ぃ-

╃╄╈»

07.00 ╋/し «╅ういくぬ う こさうおかのつっくうは 
さけぉけすぇ-こけょさけしすおぇ»

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 «‶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»

08.30 ‶けょ こさうおさにすうっき
09.20 ╃/そ «]せこっさつっかけゃっおう-2»
10.40 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
12.05 ╋/し «ぁえ, ┿さくけかぬょ!»
13.00 ╋/し «〈けき う ╃あっささう. ╃っすしおうっ 

ゅけょに»
13.25 〈/し «〉くうゃっさ»

14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
14.30 ╃けき-2. Lite
16.30 ╀けっゃうお «‶╄[╄╁¨╆』╇╉-3»
18.30 〈/し «╇くすっさくに»
19.00 〈/し «╃っそそつけくおう»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╇くすっさくに»
20.30 〈/し «╃っそそつけくおう»
21.00 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊を╋»
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 «╋¨╊』╇ ╁ 〈[ぅ‶¨』-

╉〉»
03.05 ╄とっ
06.00 ′っけぉなはしくうきけ, くけ そぇおす

00.00, «]っょきうちぇ» (╃くっこさけこっすさけゃしお)
00.30 «′っぉけ くぇ いっきかっ»
01.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30 «‶かけょ ゃっさに»
02.00 «╋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» 
02.30, 07.45, 12.30 «╅うゃけっ しかけゃけ» 
02.45 «‶せすぬ お ╀けゅせ» (]くっあうくしお)
03.00, 10.00, 23.30 «╇ししかっょせえすっ ‶うしぇ-

くうは»
03.30, 10.30 «〉さけおう ‶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, 12.00  «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっ-

ょうは»
05.00 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
05.30 «『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 
06.00, 09.45, 21.45, 23.15 «‶っさゃけしゃは-

すうすっかぬ»
06.15, 11.45, 18.45 〉 おくうあくけえ こけかおう 
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 «╁ 7 ょっくぬ» (¨きしお)

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

08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
09.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか».
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
12.45 «『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) 
13.00 «╀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 
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 «╃けさけゅぇ お たさぇきせ» (〈けかぬはすすう) / «¨ 

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)
14.45 «╉せこっかぬおぇ» (╉せさしお)
15.00 «╁けいゃさぇとっくうっ けぉさぇいぇ» (]ぇきぇさぇ)
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 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (』っかはぉうくしお) / 
«]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (‶っくいぇ)

17.15 «》さうしすうぇくしおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)
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 «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは».
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 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»

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 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (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 «‶ぇさすういぇくに». 〈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 «′っ けす きうさぇ しっゅけ…»
16.40 «〈ゃけは こさけそっししうは»
16.55 «╀にしすさぇは いぇさはょおぇ»
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 «‶けのとっっ ょっすしすゃけ»

18.10 «』っさっこぇておう くうくょいは». ╋せかぬすしっさうぇか 
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 «〉かにぉくうしぬ!»
19.30 «]けきくっくうっ». 〈っかっしっさうぇか (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
20.30 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
21.00 «‶さはきぇは しゃはいぬ»
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…» (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
00.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか. 

1-は う 2-は しっさうう
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!»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ [┿╀¨〈｠ 
] 06.00 ╃¨ 07.00

07.00 〉すさけ くぇ «5»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 ]っえ-

つぇし
10.30, 12.30 〈/し «╃っかけ ぉにかけ くぇ ╉せぉぇくう»

15.00, 18.00 ╋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, 20.00 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
22.25 ╋けきっくす うしすうくに
23.25 ╃さぇきぇ «╆┿ ¨╀╊┿╉┿╋╇ ′╄╀¨»
01.25 ╃さぇきぇ «┿′╂╄╊｠ ╁ ┿╋╄[╇╉╄»
04.20 ╃/そ «╉すけ せぉうか 〈ぇかぬおけゃぇ»
05.05 ╃/し «╉ぇかっくょぇさぬ こさうさけょに. ╁っしくぇ»

06.00 ╋/し «‶うくおう う ╀さっえく»
07.00 ╋/し «』ぇさけょっえおう»
07.30 ╋/し «]おせぉう う ]おさねここう»
08.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
08.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
09.00 6 おぇょさけゃ
12.30 ╋/し «┿かぇょょうく»
13.00 ╋/し «╋しすうすっかう. ╁っかうつぇえてうっ 

ゅっさけう ╆っきかう»
13.30 ╋/し «╉かせぉ ╁うくおし - ておけかぇ ゃけか-

てっぉくうち»
14.00 ╂ぇかうかっけ
15.00 ╃さぇきぇ «》┿〈╇╉¨. ]┿╋｠╈ ╁╄[-

′｠╈ ╃[〉╂»
16.45 6 おぇょさけゃ

17.00 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
17.30 ╂ぇかうかっけ
18.30 ╃ぇってぬ きけかけょっあぬ!
19.30 〈/し «╋けかけょけあっくに»
20.00 〈/し «]ゃっすけそけさ»
21.00 〈/し «╆ぇおさにすぇは ておけかぇ. ╆ぇしすぇゃぬ 

しっぉは あうすぬ»
22.00 ╉けきっょうは «╃┿′╃╇ ‶¨ ‶[¨-

╆╁╇】〉 ╉[¨╉¨╃╇╊»
23.50 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 ╉けきっょうは «╃¨╀[¨╁¨╊を『｠ ‶¨-

′╄╁¨╊╄»
03.30 ╉けきっょうは «╋┿╊╄′を╉┿ぅ 』╄[-

′┿ぅ ╉′╇╅╉┿»
05.25 ╋/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 ]〈]

06.25 ]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 〈/し «《ぇゃけさしおうえ»
14.25 ╃っすっおすうゃ «【╄[╊¨╉ 》¨╊╋] ╇ 

╃¨╉〈¨[ ╁┿〈]¨′: ╃╁┿╃『┿〈｠╈ ╁╄╉ ′┿-
』╇′┿╄〈]ぅ» 1, 2 し.

17.15 ╋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 «╆けかけすぇは かうたけさぇょおぇ»
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 «╉さけゃくにっ せいに»
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 «¨′┿ - ╋〉╅』╇′┿»
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 《ぇくすぇしすうつっしおぇは おけきっょうは 

«ぅ╃｠, ╇╊╇ ╁]╄╋╇[′┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ ¨〈-
[┿╁╊╄′╇╈»

02.20 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
02.50 ]すっくょ
03.05 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

06.30 ╁っしすう
06.35 ╇くすっさゃぬの
06.50 ╉けしきけくぇゃすうおぇ
07.00 ╁っしすう
07.10 ′ぇせおぇ 2.0
07.25 ]こけさす
07.30 ╇ょうすっ ゃ ぉぇくの
07.45 ╃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»
08.00 ╁っしすう
08.15 ‶せすってっしすゃうっ
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
09.15 ]すさぇたけゃけっ ゃさっきは
09.25 ]こけさす
09.30 ╁っしすう
09.35 ‶せかぬし し ┿かっおしぇくょさけき ╋ぇかにた
10.00 ╁っしすう
10.10 ぁおけくけきうおぇ
10.15 [っこけさすぇあ
10.30 ╁っしすう
10.35 [っこけさすぇあ
10.40 ぁおけくけきうおぇ
10.50 [っこけさすぇあ
11.00 ╁っしすう
11.10 ぁおけくけきうおぇ
11.15 ╁っしすう
11.20 ]こけさす
11.30 ╁っしすう
11.35 ┿ゅさけぉういくっし
11.50 〈っかっおけき
12.00 ╁っしすう
12.10 ぁおけくけきうおぇ
12.15 ╁っしすう. ╉けしきけし
12.20 ]こけさす
12.30 ╁っしすう
12.35 ╀うさあっゃにっ ゃっしすう
13.00 ╁っしすう
13.10 ぁおけくけきうおぇ
13.15 ╁っしすう
13.20 ]こけさす
13.30 ╁っしすう
13.35 ╁っしすう.Net
14.00 ╁っしすう
14.10 ぁおけくけきうおぇ
14.20 ]こけさす
14.30 ╁っしすう
14.35 ぁおけくけきうおぇ
14.45 ╁っしすう. 〈さぇくしこけさす
15.00 ╁っしすう
15.10 ぁおけくけきうおぇ
15.15 ╁っしすう
15.20 ]こけさす
15.30 ╁っしすう
15.35 [っこけさすぇあ
15.40 ぁおけくけきうおぇ
15.50 〈っかっおけき
16.00 ╁っしすう
16.10 ぁおけくけきうおぇ
16.20 ]こけさす
16.30 ╁っしすう
16.35 [っこけさすぇあ

16.40 ぁおけくけきうおぇ
16.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
17.00 ╁っしすう
17.10 ぁおけくけきうおぇ
17.15 ╁っしすう
17.20 ]こけさす
17.30 ╁っしすう
17.35 [っこけさすぇあ
17.40 ぁおけくけきうおぇ
17.50 ╉せかぬすせさぇ
18.00 ╁っしすう
18.10 ぁおけくけきうおぇ
18.20 ]こけさす
18.30 ╁っしすう
18.35 [っこけさすぇあ
18.40 ぁおけくけきうおぇ
18.50 〈っかっおけき
19.00 ╁っしすう
19.10 ぁおけくけきうおぇ
19.15 ╁っしすう
19.20 ]こけさす
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
20.10 ぁおけくけきうおぇ
20.20 ]こけさす
20.30 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
21.00 ╁っしすう
21.10 ぁおけくけきうおぇ
21.20 ]こけさす
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
22.20 ]こけさす
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
23.10 ぁおけくけきうおぇ
23.20 ]こけさす
23.30 ╁っしすう
23.35 [っこけさすぇあ
23.40 ぁおけくけきうおぇ
23.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
00.00 ╁っしすう
00.20 ]こけさす
00.30 ぁおけくけきうおぇ
00.50 ╁っしすう.Net
01.00 ╁っしすう
01.10 ぁおけくけきうおぇ
01.20 ]こけさす
01.30 ╁っしすう
01.35 [っこけさすぇあ
01.50 [っこかうおぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ]こけさす
02.30 ぁおけくけきうおぇ
02.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
03.00 ╁っしすう
03.20 ]こけさす
03.30 ╁っしすう
03.35 ╇くすっさゃぬの
03.50 ╉せかぬすせさぇ
04.00 ╁っしすう
04.10 ぁおけくけきうおぇ
04.20 ]こけさす
04.30 ╁っしすう

06.00 Hit chart
06.30 Live in tele club
07.00 ]すっさっけ せすさけ
09.30 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
09.55 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
10.20 American idol
12.00 News ╀かけお weekly
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
14.30 〈ぇえく.Net
15.25 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
15.45 ╊のぉけゃぬ し ょけしすぇゃおけえ
16.10 ′せ, おぇお は ゃぇき?

17.00 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
18.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
19.00 ╉かぇししくけっ おうくけ: さっぇかぬくぇは かの-

ぉけゃぬ
22.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
23.00 News ╀かけお
23.30 ╊のぉけゃくにっ うゅさに
00.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2. ′けつぬ 

くぇ ゃうかかっ
00.45 ╉けさけかう すぇくちこけかぇ
01.30 》けかけしすはお
02.20 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
02.50 13 おうくけかぇあ
03.20 Music
05.00 Live in tele club
05.30 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.20 ╋せかぬすそうかぬき
09.30 ╉うくけこけゃっしすぬ «]╉┿╆┿′╇╄ ¨ 

╆╄╋╊╄ ]╇╀╇[]╉¨╈»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ‶けしすしおさうこすせき
12.35 ╃/そ «]っおすけさ ゅぇいぇ»
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 «〈っきくにえ うくしすうくおす»
16.30 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. ¨すちに う しにくけゃぬは

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
18.50 〈/し «′ぇょっあょぇ おぇお しゃうょっすっかぬ-

しすゃけ あういくう»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ‶さうおかのつっくうは «〉 ¨‶┿]′¨╈ 

』╄[〈｠»
22.05 ′ぇさけょ たけつっす いくぇすぬ
23.05 ]けぉにすうは
23.40 《せすぉけかぬくにえ ちっくすさ
00.10 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»
02.00 ╁にたけょくにっ くぇ おけかっしぇた
02.35 〈さぇゅうおけきっょうは «╃¨╀[¨╄ 

〉〈[¨»
04.20 ╃/そ «]っおすけさ ゅぇいぇ»
05.10 ╁しっきうさくぇは うしすけさうは こさっょぇ-

すっかぬしすゃ. ¨すちに う しにくけゃぬは


