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Набрала грибов. Сейчас буду жарить... Что за грибы – не 

знаю. На всякий случай помылась, накрасила ногти и оде-

лась во всё чистое...

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.20 10 +
07.25, 08.35, 08.55, 19.55 ‶さけゅくけい こけ-

ゅけょに
07.30 ╂けさういけくすに こしうたけかけゅうう
07.50 ╇くすっさくっす ねおしこっさす
08.10 ┿しすさけこさけゅくけい
08.15 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
08.40 《せすぉけかぬくけっ けぉけいさっくうっ 〉さぇかぇ
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
09.00 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
09.30 ╂せさきね-おせかうくぇさくにえ こけっょうくけお
09.50 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
10.00 ╁っしすう-しこけさす
10.10 ╁けこさけし ゃさっきっくう
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «╉¨╃╄╉] ╁¨[┿»
13.10 ′ぇせおぇ 2.0

13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 ′っょっかは しこけさすぇ
15.10 ]ゃっさたつっかけゃっお
16.10 》/そ «]¨╊╃┿〈｠ 《¨[〈〉′｠»
18.00 ]きってぇくくにっ っょうくけぉけさしすゃぇ. 

╋-1 Challenge
19.25 10 +
19.30 ¨すょっか すけゃぇさくけゅけ おぇつっしすゃぇ
20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╁っしすう くぇしすけかぬくけゅけ すっくくうしぇ
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 ╁ きうさっ ょけさけゅ
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 ╇くすっさくっす ねおしこっさす
21.25 》けおおっえ. ╉》╊. ╉せぉけお ╂ぇゅぇさうくぇ. 

‶さはきぇは すさぇくしかはちうは
23.45 》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 - 【ゃっちうは
01.55 ╁っしすう-しこけさす
02.10 ╁けかっえぉけか. 』っきこうけくぇす [けししうう. 

╋せあつうくに. 《うくぇか. «╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ) - 
«╆っくうす-╉ぇいぇくぬ»

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

09.00 ] くけゃにき ょけきけき!
09.40 ¨ 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 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
12.00 ╉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». 

«╋はゅおぇは かぇこぇ しきっさすう»
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 ]こっちうぇかぬくにえ おけささっしこけく-

ょっくす
23.45 【こうけくしおうっ しすさぇしすう. 』すけ 

けしすぇかけしぬ いぇ おぇょさけき
00.40 ╁っしすう+
01.00 ‶さけそうかぇおすうおぇ
02.10 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ
02.40 ╂けさはつぇは ょっしはすおぇ
03.50 〈/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
09.05 ╉けくすさけかぬくぇは いぇおせこおぇ
09.40 ╅っくしおうえ あせさくぇか
09.50 ╅うすぬ いょけさけゃけ!
10.55 ╋けょくにえ こさうゅけゃけさ
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. [けおけゃにっ 

はえちぇ

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 ┿こけおぇかうこしうし 2012. ╉けゅょぇ 

くぇしすぇくっす しせょくにえ ょっくぬ
23.30 【けせ «╁っつっさくうえ 〉さゅぇくす»
00.00 ′けつくにっ くけゃけしすう
00.20 〈/し «]かっょしすゃうっ こけ すっかせ»
01.15 ╉けきっょうは «╃¨╉〈¨[ ╃〉-

╊╇〈〈╊-2»
02.55 ¨しすさけしのあっすくにえ そうかぬき 

«╇╋‶╄[╇ぅ ╉[╇]┿ 〈[¨ぅ′¨»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ¨しすさけしのあっすくにえ そうかぬき 

«╇╋‶╄[╇ぅ ╉[╇]┿ 〈[¨ぅ′¨». ¨おけく-
つぇくうっ

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 ╁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
13.30 〈/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 ╀けっゃうお «╃╄╊¨ 』╄]〈╇»
01.25 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし
02.30 』せょけ-かのょう

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 ╃さぇきぇ «╃¨‶╇′╂ ╃╊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»

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 ‶けおせこぇは, こさけゃっさはえ!
09.35 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
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 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
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 〉さぇか. 〈さっすうえ すぇえき
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 «]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»
14.35 【けせ «[っぇかぬくにえ ぉういくっし»
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. 〈させょけゃにっ 

けすくけてっくうは
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 «╃っすう ┿さぉぇすぇ»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.10 ╂けさくにっ ゃっしすう
17.30 ]っおさっすに しすさけえくけしすう
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. ╆ょけさけゃぬっ
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╃/そ «╀っさかうくしおけっ こさけすうゃけ-

しすけはくうっ»
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 ╋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. ╆ょけさけゃぬっ
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»
12.10 ╃/そ «‶さけしすけ ╉ぇかぇてくうおけゃ»
12.50 ╃/そ «‶けうしお おけこっえ ちぇさは ]けかけ-

きけくぇ»
13.45 ╋けえ ぁさきうすぇあ
14.10 》/そ «╃¨╅╃を ╁ 』〉╅¨╋ ╂¨[¨-

╃╄» 1 し.
15.20 ╃/そ «╋けくぇしすにさぬ ]ゃはすけえ ╄おぇ-

すっさうくに くぇ ゅけさっ ]うくぇえ»
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 ╃.【けしすぇおけゃうつ. 《けさすっこうぇくくにえ 

おゃうくすっす

17.50 ╁ぇあくにっ ゃっとう. 』ぇしに ╋っくてうおけ-
ゃぇ

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 ╁かぇしすぬ そぇおすぇ
20.45 ╀けかぬてっ, つっき かのぉけゃぬ. ╇ゃぇく 

╀うかうぉうく う ┿かっおしぇくょさぇ 】っおぇすうたうくぇ-
‶けすけちおぇは

21.25 Aしademia. ]うゅせさょ 【きうょす
22.15 ╇ゅさぇ ゃ ぉうしっさ
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 》VIII ちっさっきけくうは ゃさせつっくうは 

こさっきうう «╆けかけすぇは きぇしおぇ»
01.40 ╃/そ «╋けくぇしすにさぬ ]ゃはすけえ ╄おぇ-

すっさうくに くぇ ゅけさっ ]うくぇえ»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «╄かっくぇ ╀かぇゃぇすしおぇは»

06.30 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 ╃/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 ╉けきっょうは «╋¨ぅ ╀¨╊を【┿ぅ ┿[-

╋ぅ′]╉┿ぅ ]╁┿╃を╀┿»
16.30 ╃/し «]っきっえくにえ さぇいきっさ»

17.15 ╆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 〈/し «╉すけ, っしかう くっ は?»
21.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
21.30 ╃/し «‶さけそっししうけくぇかに»
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 «]╁╄〈 ╋¨╈»
01.10 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
01.35 ╋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. ┿くすうぉうけ-

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

かぇ»
11.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
12.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

╆ぇきおくせすにえ おさせゅ ‶っすさけゅさぇょおう»
12.30 ╃/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»
13.25 〈/し «╉けしすう»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. 》けかっしすっ-

さうく»
17.00 ╃/そ «¨ぉにつぇう 『ぇさしおけゅけ ょゃけ-

さぇ»
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 こかぇとぇくうちに»
22.00 》/そ «╀╄╂╄╋¨〈»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 》/そ «╃╅╄╉-‶¨〈[¨【╇〈╄╊を» 

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

しおゃぇ. ╋ぇさぬうくぇ さけとぇ»
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: «╃っすおう ゃ しっすおっ. 
╆ぇすさぇゃうすぬ ょけ しきっさすう»

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 』ぇし しせょぇ
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 〈さうかかっさ «╇╊╊ぃ╆╇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 〈/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: «[っうくおぇさ-

くぇちうは. ‶せすってっしすゃうっ ょせてう»
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 ╅ぇょくけしすぬ: «╁すさうょけさけゅぇ»
21.00 ╅うゃぇは すっきぇ: «╀けえすっしぬ おけか-

ょけゃしすゃぇ»
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 〈さうかかっさ «╀┿╂[¨╁｠╈ ‶[╇-

╊╇╁»
01.40 ╅うすぬ ぉせょっすっ
02.00 〈さうかかっさ «╇╊╊ぃ╆╇ぅ 〉╀╇╈-

]〈╁┿-2»

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 «┿ すっぉっ しかぇぉけ?»
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
16.35 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊を╋»
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╋-2»
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 «╆ぇかけあくうちに»

00.00, 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»

01.00 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
01.30,  «╊のょう 『っさおゃう»
02.00, 09.00 «』うしすにえ けぉさぇい»
02.30, 07.45, 12.30 «╅うゃけっ しかけゃけ»
02.45 «]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) / «]かせ-
あうすっかう» (╁かぇょうきうさ)

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, 12.45 «╀かぇゅけゃっしす» (]すぇゃさけこけかぬ)
04.15 «╁っしすくうお ‶さぇゃけしかぇゃうは» (]ぇくおす-

‶っすっさぉせさゅ)
04.30 «╁けいゃさぇとっくうっ けぉさぇいぇ» (]ぇきぇさぇ)
05.00 «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)

05.30 «』っかけゃっお こっさっょ ╀けゅけき»
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, 15.00  ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
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»
11.00 «‶さうたけょ»
11.30 ]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ
12.00 «』っかけゃっお ゃっさに»
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 
14.30 «]かけゃけ きうすさけこけかうすぇ» (╁けかゅけゅさぇょ)
14.45 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっ-

とっくしお)
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 «╁しすさっつう しけ しゃはとっくくうおけき» (╂け-
きっかぬ)

17.15 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
17.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (¨ょっししぇ)
18.30  «〈さっいゃっくうっ»
19.00  «‶かけょ ゃっさに»
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 «‶け しゃはすにき きっしすぇき»

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 «╂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)
14.00 «‶ぇさすういぇくに». 〈っかっしっさうぇか  
15.00 «[っおゃういうすに ぉにかけえ しせっすに»
15.15 «┿せさぇ かのぉゃう»
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «╃っさっゃっくしおうっ こけしうょっかおう». 《けかぬ-

おかけさくぇは こさけゅさぇききぇ (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»
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 «╋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)

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». ╅╉》: おぇしぇっすしは 

おぇあょけゅけ!
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)
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 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか. 

3-は う 4-は しっさうう
02.00 «┿ゃすけきけぉうかぬ»
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 «╂けかけゃけかけきおぇ» (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, 20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
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»
22.25 ╃さぇきぇ «╂╄′╄[┿╊»
00.25 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃｠ ′┿ ]′╄╂〉»
02.00 ╃さぇきぇ «]〈┿╁╇]╉╇»
04.00 ╃/し «╃ぇさに こさっょおけゃ. ┿ちすっおう, きぇえは う 

うくおう. ╃さっゃくうえ ╉うすぇえ»

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
09.30 〈/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»
10.30 〈/し «╋っすけょ ╊ぇゃさけゃけえ»
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 いっきかう»
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 〈/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»

15.00 ╉けきっょうは «╃┿′╃╇ ‶¨ ‶[¨-
╆╁╇】〉 ╉[¨╉¨╃╇╊»

16.50 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 «╉[¨╉¨╃╇╊ ╃┿′╃╇ 

- 2»
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
01.00 〈/し «】うす»

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 ╀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 «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 ╀ういくっし しっゅけょくは
09.55 〈/し «《ぇゃけさしおうえ»
14.20 ╉けきっょうは «[┿〈┿〈〉╈»
16.20 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ╋っかぬくうちぇ

18.10 ╃/そ «╉さけゃくにっ せいに»
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╁すけさけっ かうちけ»
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 ╋っぉっかぬ おぇお けくぇ っしすぬ
23.50 ]かせあぉぇ しこぇしっくうは «]けゃぇ»
00.00 ]すさけうき ゃきっしすっ
00.30 ╉けきっょうは «¨′┿ - ╋〉╅』╇′┿»
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»

04.30 ╁っしすう
04.35 ╇くすっさゃぬの
04.50 [っこかうおぇ
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 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
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 ′けゃけしすう ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.55 ┿さたうすっおすせさくにっ さってっくうは
08.00 ╁っしすう
08.10 ‶ぇさかぇきっくすしおうえ つぇし
08.30 ╆ょけさけゃぬっ し 〈ぇすぬはくけえ ╉かうきう-

くけえ
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 [っこけさすぇあ
09.40 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
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
10.10 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 [っこかうおぇ
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 [っこけさすぇあ
11.40 ぁおけくけきうおぇ
11.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
12.00 ╁っしすう
12.10 ぁおけくけきうおぇ
12.15 ╁っしすう
12.20 ]こけさす
12.30 ╁っしすう
12.35 [っこけさすぇあ
12.40 ぁおけくけきうおぇ
12.50 [っゅうけくぇかぬくにっ 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. ぁくっさゅっすうおぇ
13.40 ぁおけくけきうおぇ
13.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
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 [っこけさすぇあ
14.40 ╁っしすう. 〈っかっおけききせくうおぇちうう
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 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
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 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
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
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 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
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
22.00 ╁っしすう
22.20 ]こけさす
22.30 〉╂╋╉. ′ぇてう くけゃけしすう
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 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
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 ╉せかぬすせさぇ
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 ╁っしすう.Net

06.00 Live in tele club
06.30 ╁せい news
07.00 ]すっさっけ せすさけ
08.35 American idol
09.20 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
09.45 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
10.10 ┿かつくにっ ねおしすさっきぇかに: くけゃぇは 

ぉうすゃぇ
11.00 Big Love つぇさす
12.00 News ╀かけお
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ-2
13.30 ╉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

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: こさうくちっししぇ 

しこっちうえ
20.50 ‶さけっおす «‶けょうせき»
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 【こうかぬおう つぇさす
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.15 ╋せかぬすそうかぬき
09.35 ╉けきっょうは «╃╄╁╇』をぅ ╁╄]′┿»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «╃╄╅┿ ╁ぃ»
13.50 Pro あういくぬ
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. ╉かはくせしぬ かのぉうすぬ すっぉは

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╀ぇさにてくは う おせかうくぇさ
18.35 ╋せかぬすそうかぬき
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 ╉けきっょうは «′╄ ╁┿╊ぅ╈ ╃〉[┿-

╉┿...»
22.15 ╃/そ «╊のぉけゃぬ う ゅかはくっち»
23.05 ]けぉにすうは
23.40 ╃/そ «╋うたぇうか ╉けいぇおけゃ. ′っ ょぇえ 

きくっ ぉけゅ しけえすう し せきぇ»
00.25 ╃っすっおすうゃ «〉]′〉╁【╇╈ ‶┿]-

]┿╅╇[»
02.00 ╉うくけこけゃっしすぬ «]╉┿╆┿′╇╄ ¨ 

╆╄╋╊╄ ]╇╀╇[]╉¨╈»


