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Муж жене:

- Маша, а эта каша точно не испортилась?

- Ешь, не бойся. Завтра выходной.

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 +
08.10, 09.50, 19.55, 20.25 ‶さけゅくけい こけ-

ゅけょに
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
10.00-15.30  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠
15.30 》/そ «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
17.50 ╃/そ «╋っさすゃぇは いけくぇ-4»

18.45 ╁っしすう-しこけさす
19.00 ╋っょ-ねおしこっさす
19.30 ‶はすにえ せゅけか
19.50 10 +
20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ┿しすさけこさけゅくけい
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.40 15 きうくせす け そうすくっしっ
20.55 ╁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». ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

22.45 《せすぉけか [けししうう
23.50 ╁っしすう-しこけさす
00.05 ╀けおし. ╊せつてうっ ぉけう ╉かうつおけ
02.40 ╀ぇしおっすぉけか. ╄ょうくぇは かうゅぇ ╁〈╀. 

1/4 そうくぇかぇ
04.40 ╁っしすう-しこけさす
04.50 ╁っしすう.ru
05.05 》/そ «╃╁¨╈′╇╉»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 ╇しすけさうつっしおうえ こさけちっしし
00.25 ╁っしすう+
00.45 ‶さけそうかぇおすうおぇ
01.55 ╉けきっょうは «¨╀╋┿′】╇╉╇»
03.40 〈/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. ′っゃうょう-

きにえ ゃさぇゅ
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 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. ]かぇしすう-

きけさょぇしすう
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 ╁ おけくすっおしすっ
01.15 ╀けっゃうお «〈[〉╃′┿ぅ ╋╇-

【╄′を»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╀けっゃうお «〈[〉╃′┿ぅ ╋╇-

【╄′を». ¨おけくつぇくうっ
03.15 ‶せさこせさくにっ おさにかぬは: すぇえくぇ 

そかぇきうくゅけ

05.55-12.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄-
]╉╇╄ [┿╀¨〈｠

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»
22.30 〈/し «╋っくす ゃ いぇおけくっ»
00.30 《せすぉけか. ╊うゅぇ つっきこうけくけゃ 

〉╄《┿. «』っかしう» (┿くゅかうは) - «╀ぇさしっ-
かけくぇ» (╇しこぇくうは). ‶けかせそうくぇか. ‶さは-
きぇは すさぇくしかはちうは

02.40 ╃ぇつくにえ けすゃっす
03.45 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
04.35 ╊うゅぇ つっきこうけくけゃ 〉╄《┿. ¨ぉ-

いけさ
05.05 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»

06.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠

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?
00.55 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
01.40 ╃さぇきぇ «╇╂[｠ ╋¨〈｠╊を╉¨╁»
03.30 ].〉.‶.

04.20 ]っおさっすくにっ そぇえかに

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 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
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 «¨〈╁»
10.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄-

]╉╇╄ [┿╀¨〈｠
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 ╁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
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. ‶さぇゃけ
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし

19.15 ╃/そ «〈けさゅけゃちに «╅うゃにき 
すけゃぇさけき»

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 ‶はすにえ せゅけか
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

06.30-12.05  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠

12.05 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
12.55 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう しそうくおしぇ»
13.45 ╉さぇしせえしは, ゅさぇょ ‶っすさけゃ!
14.15 》/そ «╃¨╅╃を ╁ 』〉╅¨╋ ╂¨[¨-

╃╄» 2 し.
15.20 ╃/そ «┿きぉけたうきぇくゅぇ. 》けかき おけ-

さけかっえ»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋/そ «╋ってけお はぉかけお»
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 ╉けくちっさす そけさすっこうぇくくけゅけ ょせねすぇ 

- ′.‶っすさけゃ う ┿.╂うくょうく

17.55 ╃/そ «【ぇさかぬ ╉せかけく»
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 ┿ぉしけかのすくにえ しかせた
20.45 ╃/そ «》させとっゃ. ╆ぇゃすさぇ ぉにか 

おけききせくういき»
21.25 Aしademia. ┿くくぇ ‶さぇしけかけゃぇ
22.15 ╋ぇゅうは おうくけ
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 〈/し «ぅしすさっぉ»
01.40 ╂.╀っさかうけい. 《さぇゅきっくすに しうきそけ-

くうう «[けきっけ う ╃あせかぬっすすぇ»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «《さぇくち 《っさょうくぇくょ»

06.30-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠

16.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
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 ╃さぇきぇ «【┿′〈┿╅╇]〈»
01.05 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
03.50 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
05.20 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
05.45 ╁おせしに きうさぇ
06.00 ╆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. 》けかっしすっ-

さうく»

10.00 ╃/そ «¨ぉにつぇう 『ぇさしおけゅけ ょゃけ-

さぇ»

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. ╋っ-

すっけぉせくおっさ. ╆ぇてうそさけゃぇくくにえ こさけゅくけい»

12.30 ╃/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»

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. 〈さぇくし-

こかぇくすぇちうは»

17.00 ╃/そ «[けお ぉけかぬてけゅけ すっぇすさぇ»

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. ′っうい-

ゃっしすくにえ ちぇさぬ ╇さけょ»

22.00 》/そ «〈╁┿[を»

23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»

00.45 ╃/そ «╁にいけゃ くぇ きうかかうけく ょけか-

かぇさけゃ»

01.45 》/そ «╀╄╂╄╋¨〈»

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

05.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠

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: «‶さうおけし-

くせすぬしは お つせょせ»
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: «』っかけ-

ゃっお こけしかっ ぇこけおぇかうこしうしぇ»
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 «′╄╀╄]′｠╈ 《¨[-

]┿╅»
01.40 《うかぬき せあぇしけゃ «‶╇╊┿ 4»
03.30 〈/し «〈さのおぇつう»

07.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 
[┿╀¨〈｠

16.00 ╃けき-2. Lite
16.45 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊を╋ 2»
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╋ 3-╃ぁ»

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 «╁につうしかうすぬ ゃぇきこうさぇ. ╇ 

けぉっいゃさっょうすぬ»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 〈さうかかっさ «]╄╉[╄〈′｠╈ 

┿╂╄′〈»
04.55 ╄とっ
05.55 ]ぇてぇ + ╋ぇてぇ
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 «╁っつっさくっっ こさぇゃうかけ»
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 «『っさおけゃくけ-しかぇゃはくしおうえ はいにお»
02.45 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀かぇゅけゃっ-

とっくしお)
03.00 «』ぇし ‶さぇゃけしかぇゃうは»
04.00, 12.30 «╊ぇきこぇょぇ» (′けゃけこけかけちお)
04.15 «╇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)

04.30 «‶さうたけょ» 
05.00, «╊のょう 『っさおゃう»
05.30 «]ゃっす きうさせ» (╊うこっちお) 
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 «╁けこさけしに ゃっさに» (╇けておぇさ-¨かぇ)
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 «╃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)

08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
10.00, 17.30 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
10.30 «╃せてっゃくぇは ゃっつっさは» ([はいぇくぬ)
11.00 «╋うすさけこけかうは» ([はいぇくぬ)
11.30 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
12.00  «╁さっきは うしすうくに» ([けしすけゃ-くぇ-╃けくせ) 
12.45 «『っさおけゃくけ-しかぇゃはくしおうえ はいにお»
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
14.30 «]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) / «]かせあうすっかう» 
(╁かぇょうきうさ)

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»

17.00 «╂さぇょ ╉さっしすぇ» (]すぇゃさけこけかぬ)
17.15 «‶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 
‶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)
19.00 «╊うすっさぇすせさくにえ おゃぇさすぇか»
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)
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 «]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 «‶ぇさすういぇくに». 〈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»
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 «‶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 «‶っさっおさっしすけお 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 «╋けかけょっあくぇは 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
00.00 «╋けかけょけえ ╁けかおけょぇゃ». 〈っかっしっさうぇか. 

5-は う 6-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 «╁ 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, 20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
07.00 〉すさけ くぇ «5»
10.30 ╃/そ «]せしかうおう ゃ けしぇょっ»
10.45, 12.30 ╃っすっおすうゃ «]╊╄╃｠ ′┿ ]′╄-

╂〉»

12.55 ╃さぇきぇ «╂╄′╄[┿╊»
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 ╉けきっょうは «]]¨[┿ ╁ ╊〉╉┿【┿》»
00.15 ╃さぇきぇ «╁[╄╋ぅ ╅╄╊┿′╇╈»
02.10 ╋っかけょさぇきぇ «╆¨╊¨〈┿ぅ ╋¨╊¨-

╃╄╅を»
03.55 ╃/し «╃ぇさに こさっょおけゃ. ╀さうすぇくちに. ╇く-

ょうは»

06.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠

16.00 〈/し «╋けかけょけあっくに»

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 «]〈¨╈! ┿ 〈¨ ╋┿╋┿ 
╀〉╃╄〈 ]〈[╄╊ぅ〈を»

23.40 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 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
01.00 ╉けきっょうは «╉¨╉¨»
02.50 ╀けっゃうお «╀¨╈ ╀╄╆ ‶[┿╁╇╊»
04.50 〈/し «】うす»

05.40 ╋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
10.00-16.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠
16.00 〈っかっきぇゅぇいうく
16.10 ╋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 «╁すけさけっ かうちけ»

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 «╀さぇすゃぇ»
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 ╀けっゃうお «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
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 ╉けきっょうは «‶╄′╄╊¨‶┿»
02.15 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
02.45 ]すっくょ
03.00 ╋せいにおぇ «4 おぇくぇかぇ»

04.00-16.00 ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠

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 ╁っしすう.Net

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

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 ┿ゃすけねかうすぇ

21.00 ╁っしすう

21.05 ]っくぇす

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 ╃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»

22.40 ‶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

23.40 [っこけさすぇあ

23.50 ╉せかぬすせさぇ

00.00 ╁っしすう

00.05 ╋くっくうっ

00.30 ╁っしすう

00.35 ぁおけくけきうおぇ

00.50 ╁っしすう

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 ╉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

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

07.00 ]すっさっけ せすさけ

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: うくそっさ-

くけ

11.00 【こうかぬおう 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: こさうくちっししぇ 

しこっちうえ

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: は くうおけゅょぇ くっ 

ぉせょせ すゃけっえ

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 Big Love つぇさす

03.20 Music

05.00 Live in tele club

06.00-14.00  ‶[¨《╇╊┿╉〈╇』╄]╉╇╄ 

[┿╀¨〈｠

14.00 [っぇかぬくにっ うしすけさうう. ╇さけくうは 

かのぉゃう

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. 『っくぇ ういきっくに

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

18.35 ╋せかぬすそうかぬき
18.55 〈/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 «〉╉[O】╄′╇╄ 

]〈[¨‶〈╇╁｠》»
22.15 ╃/そ «‶けたうとっくうっ. ‶けつすう かっ-

ゅぇかぬくにえ ぉういくっし»
23.05 ]けぉにすうは
23.35 ╋っしすけ ょかは ょうしおせししうえ
00.25 «¨こっさぇちうは «〈せてひくおぇ»
02.25 ╉けきっょうは «╃╄╅┿ ╁ぃ»
04.35 ¨こぇしくぇは ゃけょぇ. ]こっちうぇかぬくにえ 

さっこけさすぇあ

05.05 ╁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


