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Из записной книжки педанта:

- Трамвай: 15 рублей.

- Газета: 18 рублей 50 копеек.

- Не помню, куда: 3570 рублей...

07.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
07.25, 09.50, 18.55, 19.25, 19.55, 

20.25, 21.00 ‶さけゅくけい こけゅけょに
07.30 ╃けおすけさ おさぇしけすに
08.00 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
08.30 15 きうくせす け そうすくっしっ
08.50 ┿しすさけこさけゅくけい
08.55 10 +

09.00 ‶はすにえ せゅけか
09.20 ╁ きうさっ ょけさけゅ
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 [っえすうくゅ 〈うきけそっは ╀ぇあっくけゃぇ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
13.40 ╁っしすう.ru
14.00 ╁っしすう-しこけさす
14.15 90x60x90

15.20 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
15.50 〉ょぇさ ゅけかけゃけえ
16.55 《せすぉけか. ‶っさゃっくしすゃけ [けししうう. 

《′╊. «]うぉうさぬ» (′けゃけしうぉうさしお) - «┿かぇ-

くうは» (╁かぇょうおぇゃおぇい). ‶さはきぇは すさぇくしかは-
ちうは

19.00 ]すさけうすっかぬくにえ こけかうゅさぇそ
19.30 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
19.50 10 +

20.00 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╀ぇしおっすぉけかぬくにっ ょくっゃくうおう 

«〉╂╋╉»
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
21.10 》けおおっえ. ╉》╊. ╉せぉけお ╂ぇゅぇさうくぇ. 

«╃うくぇきけ» (╋けしおゃぇ) - «┿ゃぇくゅぇさょ» (¨き-
しおぇは けぉかぇしすぬ). ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

23.45 》けおおっえ. ╋》╊. ╉せぉけお 》ぇさかぇきけ-
ゃぇ. 《うくぇか

02.00 ╃/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»

03.00 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
03.25 ╁っしすう-しこけさす
03.40 ╁っしすう.ru
03.55 ╋けは こかぇくっすぇ
04.30 ╁しっ ゃおかのつっくけ
05.30 ╃/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»
06.30 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ

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». 

«╋ぇゅおぇは 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 ‶けっょうくけお
00.25 ╁っしすう+
00.45 ‶さけそうかぇおすうおぇ
01.55 〈さうかかっさ «′┿╀╊ぃ╃┿ぃ-

】╇╈ ′╄╆′┿╉¨╋╄『»
03.45 〈/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. 』すけ ゃ 
おけくしっさゃくけえ ぉぇくおっ?

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 』っかけゃっお う いぇおけく
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 ′ぇ くけつぬ ゅかはょは
01.15 ╉けきっょうは «‶[╇╁｠』╉┿ ╅╄-

′╇〈を]ぅ»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╉けきっょうは «‶[╇╁｠』╉┿ ╅╄-

′╇〈を]ぅ». ¨おけくつぇくうっ
03.35 ╉-278. ¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた

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 ╋っょうちうくしおうっ すぇえくに
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
19.40 〈/し «╀さぇすぇくに»
22.50 〈/し «╋っくす ゃ いぇおけくっ»
00.50 《せすぉけか. ╊うゅぇ ╄ゃさけこに 

〉╄《┿. «]こけさすうくゅ» (‶けさすせゅぇかうは) - 
«┿すかっすうお» (╇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

03.00 』せょけ-かのょう
03.40 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
04.30 〈/し «╆くぇおう しせょぬぉに»
05.25 ╊うゅぇ ╄ゃさけこに 〉╄《┿. ¨ぉ-

いけさ

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 ╀けっゃうお «′┿ ¨]〈[╇╄ ╋╄』┿»
11.15 〉かっすくけっ ゃうょっけ
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?
00.55 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
01.40 ╃さぇきぇ «╃¨‶╇′╂ ╃╊ぅ ┿′╂╄-

╊¨╁»
03.20 ].〉.‶.
04.05 ]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 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
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 ′ぇしかっょくうおう 〉さぇさすせ
11.25 De facto

11.40 ぃゃっかうさくぇは こさけゅさぇききぇ
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 ╃っこせすぇすしおけっ さぇししかっょけゃぇ-

くうっ
13.30 ′ぇちうけくぇかぬくにえ こさけゅくけい
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 «〈けさゅけゃちに «╅うゃにき 

すけゃぇさけき»
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. ‶さぇゃけ

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 ]すせょっくつっしおうえ ゅけさけょけお
17.30 ┿ゃすけねかうすぇ
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. ╅╉》
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╃/そ «』うおぇゅけ くぇ ╀けさうしけゃ-

しおうた こさせょぇた»
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 《せすぉけか. ‶っさゃっくしすゃけ [けし-

しうう. 《′╊. «〉さぇか» (╄おぇすっさうくぉせさゅ) 
- «╃うくぇきけ» (╀さはくしお)

01.25 ]けぉにすうは 〉さ《¨
01.55 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
02.15 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
02.30 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
02.50 ┿しすさけこさけゅくけい
02.55 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.55 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.15 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.45 ]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 «╂っけさゅうえ ′ぇすぇくしけく. ╁かの-

ぉかっくくにえ ゃ おうくけ»
12.50 ╃/そ «┿すかぇくすうょぇ ぉにかぇ いょっしぬ»
13.45 〈さっすぬはおけゃおぇ - ょぇさ ぉっしちっくくにえ!
14.10 》/そ «¨]╄′′ぅぅ ╇]〈¨[╇ぅ» 

1 し.
15.20 ╃/そ «]おっかかうゅ-╋ぇえおか - こけゅさぇ-

くうつくにえ おぇきっくぬ きうさぇ»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋/そ «‶ぇかおぇ-ゃにさせつぇかおぇ»
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 ‶けしゃはとっくうっ ′うおけかぇの ‶っすさけ-

ゃせ. ]けかぬくにえ おけくちっさす ゃ ╀けかぬてけき いぇかっ 

╋けしおけゃしおけえ おけくしっさゃぇすけさうう
18.10 ]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 』っさくにっ ょにさに. ╀っかにっ こはすくぇ
20.45 ╂っくうう う いかけょっう. ╇けしうそ ¨さぉっ-

かう
21.10 ╃/そ «]おっかかうゅ-╋ぇえおか - こけゅさぇ-

くうつくにえ おぇきっくぬ きうさぇ»
21.25 Aしademia. ╇かぬたぇき ╋ぇきっょけゃ
22.15 ╉せかぬすせさくぇは さっゃけかのちうは
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 ╊.╂さっくょぇかぬ. ╉けくちっさす ょかは 

すさけきぉけくぇ し けさおっしすさけき
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «╁けかぬすっさ»

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 ╅うゃにっ うしすけさうう
13.00 ╋っかけょさぇきぇ «╁ ‶¨╂¨′╄ ╆┿ 

]』┿]〈を╄╋»
16.15 ╊のょう きうさぇ 2012
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 ‶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 «╁¨╉╆┿╊ ╃╊ぅ 

╃╁¨╇》»
01.55 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
04.40 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
05.25 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ
05.50 ╋せいにおぇ くぇ «╃けきぇてくっき»
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. 〈さぇくし-

こかぇくすぇちうは»
10.00 ╃/そ «[けお ぉけかぬてけゅけ すっぇすさぇ»
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-

くうぇかぬくにっ けすおさにすうは いぇ おけかのつっえ こさけゃけ-
かけおけえ «╉さっしすけゃ»

12.30 ╃/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»

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. ╉けくすさぇ-

ちっこちうは»
17.00 ╃/そ «╀ぇかっさうくに ぉけかぬてけゅけ. 

╋っしすぬ しちっくに»
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. 〈ぇえくに 

さぇえしおけゅけ しぇょぇ»
22.00 》/そ «〈╇[┿′¨╆┿╁[ ┿『〈╄╉¨╁»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 «╀けかぬてぇは うゅさぇ こけおっさ しすぇさい»
01.45 》/そ «〈╁┿[を»
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 〈/し «〈さのおぇつう»
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 ]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»
09.30 ′けゃけしすう 24
09.45 ╀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 〈/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: «╅ういくぬ 

こけしかっ しきっさすう»
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 〈ぇえくに きうさぇ し ┿くくけえ 』ぇこきぇく: 

«〈ぇえくぇ こけすっさはくくにた いくぇくうえ»
21.00 ┿ょしおぇは おせたくは
22.30 ′けゃけしすう 24
23.00 ╅うすぬ ぉせょっすっ
23.30 《うかぬき せあぇしけゃ «]〈╇╂╋┿〈｠»
01.25 〈/し «╅うゃぇは きうてっくぬ»
03.10 〈/し «〈さのおぇつう»

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 2
09.20 ╃/そ «′っ ぉけえしは しょっかぇすぬ てぇゅ»
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 ╉けきっょうは «]┿╋｠╈ ╊〉』【╇╈ 

《╇╊を╋ 3-╃ぁ»
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 «╊¨‶〉》╇»
22.35 ╉けきっょう ╉かぇぉ
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 «╉せょぇ こさけこぇょぇのす ょっゃせて-

おう»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╄とっ
05.25 ]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 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, «╋うすさけこけかうは» ([はいぇくぬ)
02.00 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (‶っくいぇ)
02.30 «╋うさけくけしうちに»
02.45, «]おけさぇは しけちうぇかぬくぇは こけきけとぬ».
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, 16.30  «¨すおさけゃっくうっ» (ぁしすけくうは)
04.15 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀っさょはくしお)
04.30 «╁さっきは うしすうくに» ([けしすけゃ-くぇ-╃けくせ)
05.00 «┿さたうこぇしすにさぬ»
05.30, 12.00 «〈ぇうくしすゃぇ 『っさおゃう»
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
07.45 «╃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
08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»

09.00 «╀うぉかっえしおうえ しのあっす»
10.00 «〈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)
10.30 «╋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»
11.00 «『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
11.30 «╁しすさっつう しけ しゃはとっくくうおけき» (╂け-

きっかぬ)
12.30 «[ぇいきにてかっくうは け ゃっつくけき» (¨さっく-

ぉせさゅ)
12.45 «╁にぉけさ あういくう»
14.30 «‶せすぬ お ╀けゅせ» (]くっあうくしお)
14.45 «¨すつうえ ょけき» (╄おぇすっさうくけょぇさ)
15.00 «╀かぇゅけゃっしす» (╋うくしお)
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 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
17.15  «¨すおさけゃっくうっ» (ぁしすけくうは)
17.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (‶っくいぇ)
18.30 «]ゃっす ‶さぇゃけしかぇゃうは» (╀っさょはくしお)
19.00 «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)

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»
23.00 «『っさおけゃくけ-しかぇゃはくしおうえ はいにお»
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 «‶っさっおさひしすけお きくっくうえ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
14.00 «‶ぇさすういぇくに». 〈っかっしっさうぇか  
15.00 «╋っあょせ くぇきう…»
15.30 «′ぇて ょけき - 〈ぇすぇさしすぇく». “╃けさけゅぇ お 

たさぇきせ”
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «‶せすぬ»
16.35 «╃ぇ いょさぇゃしすゃせっす すっぇすさ!»
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 «【おけかぇ»
17.45 «]きってうくおう»

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 «╁ 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)
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 «〈ぇすぇさに»
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. 

7-は う 8-は しっさうう
02.00 «╃あぇいけゃにえ こっさっおさひしすけお»
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 «‶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)

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 ╃さぇきぇ «╆┿ ¨╀╊┿╉┿╋╇ 

′╄╀¨»

13.05 ╉けきっょうは «]]¨[┿ ╁ ╊〉╉┿【┿》»
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 ╋っかけょさぇきぇ «╁¨╉╆┿╊ ╃╊ぅ ╃╁¨╇》»
01.10 ╃っすっおすうゃ «╃╁┿ ╃¨╊╂╇》 ╂〉╃╉┿ ╁ 

〈〉╋┿′╄»
02.35 ╃さぇきぇ «╁[╄╋ぅ ╅╄╊┿′╇╈»
04.15 ╃/し «╃ぇさに こさっょおけゃ. ╋っしけこけすぇきうは»

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 〈さうかかっさ «]〈¨╈! ┿ 〈¨ ╋┿╋┿ 

╀〉╃╄〈 ]〈[╄╊ぅ〈を»
16.40 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 «╅╇[╃ぅ╇»
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 ╀けゅぇすにっ う いくぇきっくうすにっ
01.00 ‶さうおかのつっくうは «╀╄]‶╄』′｠╈ 

╄╆╃¨╉»
02.50 ╉けきっょうは «‶╄[╁¨╄ ╁¨]╉[╄]╄-

′を╄»
04.40 〈/し «】うす»
05.30 ╋/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»

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 ╉けきっょうは «¨′┿ - ╋〉╅』╇′┿»
11.55 ╉けきっょうは «‶╄′╄╊¨‶┿»
13.45 ╀けっゃうお «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
16.10 ╋せかぬすそうかぬきに

17.50 【おせさくにえ ゃけこさけし
18.10 ╃/そ «╀さぇすゃぇ»
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «』うしすぇは かのぉけゃぬ»
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 ╀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 ╋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 ╋っかぬくうちぇ
00.30 ╀けっゃうお «]¨╊╃┿〈 ╃╅╄╈′»
02.35 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
03.05 ]すっくょ
03.20 ╋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 [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 ′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 ぁおけくけきうおぇ
08.20 ]こけさす
08.30 ┿ゃすけねかうすぇ
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 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
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 ╁っしすう.Net
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 [っこけさすぇあ
13.40 ぁおけくけきうおぇ
13.50 ¨ぉいけさ うくけしすさぇくくけえ こさっししに
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 ぁおけくけきうおぇ
14.50 [っゅうけくぇかぬくにっ ゃっしすう
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 [けししうえしおうっ くぇくけすったくけかけゅうう
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 ╂けさけょしおけえ ゅかぇゃぇ
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 ]かせあぉぇ ゃぇおぇくしうえ 〉さぇかぇ
20.50 ]ゃっさょかけゃしおぇは きぇゅうしすさぇかぬ
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 ╄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
23.40 [っこけさすぇあ
23.50 ╉せかぬすせさぇ
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 ╉さぇしくにえ せゅけか
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 Live in tele club
06.30 ╁せい news
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 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
11.30 ╉すけ おさせつっ
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: は くうおけゅょぇ くっ 

ぉせょせ すゃけっえ
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: かのぉけゃぬ しかせつぇ-

っすしは
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 〈ぇえく.Net
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 ╃っすっおすうゃ «╂¨]〉╃┿[]〈╁╄′-

′｠╈ ‶[╄]〈〉‶′╇╉»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «′╄ ╁┿╊ぅ╈ ╃〉[┿╉┿...»
13.45 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. ‶けあっさすゃけゃぇすぬ こっておけえ

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ‶けさはょけお ょっえしすゃうえ. ]にさ-ぉけさ
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 ╋っかけょさぇきぇ «╊┿╀╇[╇′〈｠ 

╊ぃ╀╁╇»
22.00 ╃/そ «〈さぇっおすけさうは しせょぬぉに»
23.40 ]けぉにすうは
22.15 ╉せかぬすせさくにえ けぉきっく
00.45 ╉けきっょうは «′ぅ′を╉┿ ‶¨ ╁｠╆¨-

╁〉»
02.30 ╀けっゃうお «]｠】╇╉»
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. 『っくぇ ういきっくに


