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- Мне сегодня три парня место уступили в автобусе!

- Поместилась?

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

«〉╂╋╉»
07.25, 07.55, 09.15, 09.40, 20.40, 

20.55 ‶さけゅくけい こけゅけょに
07.30 ╉ゃぇょさぇすくにえ きっすさ
08.00 ╆ょけさけゃぬは ゃぇき!
08.20 ╉かせぉ けたけすくうおけゃ う さにぉけかけゃけゃ
08.45 ┿しすさけこさけゅくけい
08.50 ╆ょさぇゃしすゃせえ, きぇかにて!
09.10 10 +
09.20 ]すさけうすっかぬくにえ こけかうゅさぇそ
09.45 ╃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 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
10.40 ╁っしすう.ru
11.00 ╁っしすう-しこけさす
11.15 》/そ «]¨╊╃┿〈｠ 《¨[〈〉′｠»
13.05 ′ぇせおぇ 2.0
13.35 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ
14.05 ╁っしすう-しこけさす
14.20 ╁しっ ゃおかのつっくけ
14.50 〉ょぇさ ゅけかけゃけえ

15.55 》けおおっえ. ╋》╊. ╉せぉけお 》ぇさかぇきけ-
ゃぇ. 《うくぇか. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

18.10 《せすぉけか [けししうう. ‶っさっょ すせさけき
18.55 ┿しすさけこさけゅくけい
19.00 ╂せさきね — おせかうくぇさくにえ ょっすっお-

すうゃ
19.25 10 +
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 ′けゃけしすう. ╄おぇすっさうくぉせさゅ
20.20 ╃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»
20.30 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
20.45 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
21.00 》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. 1/2 そうくぇかぇ
23.15 ╀けおし. ¨かうきこうえしおうえ おゃぇかうそう-

おぇちうけくくにえ すせさくうさ. ╋せあつうくに
00.00 ╁っしすう-しこけさす
01.00 》/そ «╃╁¨╈′╇╉»
02.55 ╁っしすう-しこけさす
03.05 ╁っしすう.ru. ‶はすくうちぇ
03.35 ╁けこさけし ゃさっきっくう
04.10 ╋けは こかぇくっすぇ
05.30 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
06.00 》けおおっえ. ′》╊. ╉せぉけお ]すねくかう. 

1/8 そうくぇかぇ. «╁ぇてうくゅすけく ╉ねこうすぇかい» - 
«╀けしすけく ╀さのうくい». ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

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 ╋せしせかぬきぇくっ
09.10 ] くけゃにき ょけきけき!
10.05 ¨ 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 ╋けえ しっさっぉさはくにえ てぇさ. ╄かっ-

くぇ ╋ぇえけさけゃぇ
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. 〉さぇかぬしおうえ きっ-

さうょうぇく
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 ╁っつっさくうえ おゃぇさすぇか
22.25 ╋っかけょさぇきぇ «]╇╊を′┿ぅ 

]╊┿╀┿ぅ ╅╄′】╇′┿»
00.20 ╋っかけょさぇきぇ «╉[┿]′｠╈ 

╅╄╋』〉╂ ╊ぃ╀╁╇»
02.10 ╃さぇきぇ «¨╃╇′ - ¨╃╇′¨-

╉¨╄ 』╇]╊¨»
04.15 ╂けさけょけお

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 ╅ょう きっくは
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)
18.45 ‶けかっ つせょっし
19.50 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 ╃ゃっ いゃっいょに. 《うくぇか
23.10 ╃さぇきぇ «[┿╈]╉╇╄ ‶〈╇『｠»
02.10 ╉けきっょうは «‶[¨╃ぃ]╄[｠»
04.40 ╉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 ]こぇしぇすっかう
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
13.25 ]せょ こさうしはあくにた. ¨おけくつぇ-

すっかぬくにえ ゃっさょうおす
14.40 ╅っくしおうえ ゃいゅかはょ. ┿かうおぇ 

]きったけゃぇ

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»
21.35 ╃っすっおすうゃ «‶[¨《╄]]╇¨-

′┿╊｠»
23.30 ╀けっゃうお «]′┿╈‶╄[»
01.25 ‶さうおかのつっくうは «╉[╄]〈¨-

╁｠╈ ‶¨》¨╃ ╁ ╃╅╇′]┿》»
03.55 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
04.50 〈/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 ╃さぇきぇ «′¨』′¨╈ ぁ╉╇‶┿╅»
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
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 ╃くっゃくうおう てけせゅっかい
01.00 〈/し «¨すさはょ «┿くすうすっささけさ»
01.45 ╀けっゃうお «′┿ ¨]〈[╇╄ ╋╄』┿»
03.10 ].〉.‶.
04.00 ]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 ‶はすにえ せゅけか
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 ╃っこせすぇすしおけっ さぇししかっょけゃぇ-

くうっ
11.40 [っいけくぇくし
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 ╇きっの こさぇゃけ
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 «』うおぇゅけ くぇ ╀けさうしけゃ-

しおうた こさせょぇた»
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. ╅╉》
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 〈/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 ┿ゃうぇさっゃの
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 ‶けおせこぇは, こさけゃっさはえ!
18.30 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.15 ╃/そ «‶けっょうくけお. ╃っかけ «┿さ-

たぇくゅっかけゃ»
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. ╉せかぬすせ-

さぇ
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 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
22.05 ]こっちこさけっおす 〈┿〉
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. ╉せかぬすせ-

さぇ
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 〉╂╋╉: くぇてう くけゃけしすう
00.30 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
00.50 ′ぇちうけくぇかぬくにえ こさけゅくけい
01.05 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
01.15 ╋っゅぇょさけき
01.45 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
02.15 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
02.30 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.30 ‶さはきぇは かうくうは. ¨ぉさぇいけゃぇ-

くうっ
04.00 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
04.20 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
04.50 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ

06.30 ╄ゃさけくぬのし
10.00 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
10.20 》/そ «╀┿╀｠ [ぅ╆┿′]╉╇╄»
11.40 ╃/そ «╋ぇゃいけかっえ ┿たきっょぇ 

》けょあう ぅししぇゃう. ‶ぇかけきくうつっしすゃけ ゃ 
〈せさおっしすぇく»

11.55 ╃/そ «╁うおすけさ ╆ぇたぇさつっくおけ. 
‶けさすさっす くぇ そけくっ たけさぇ»

12.50 ╃/そ «′ぇしかっょうっ おっかぬすけゃ»
13.45 ‶うしぬきぇ うい こさけゃうくちうう
14.10 》/そ «¨]╄′′ぅぅ ╇]〈¨[╇ぅ» 

2 し.
15.30 ╃/そ «╃あけすすけ ╃う ╀けくょけくっ»
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 ╋/そ «╇しこけかくっくうっ あっかぇ-

くうえ»
16.20 ╃/し «ぁおけしうしすっきに. ‶ぇせすうくぇ 

あういくう»

16.45 『ぇさしおぇは かけあぇ
17.25 ╉けくちっさす ╁っくしおけゅけ そうかぇさ-

きけくうつっしおけゅけ けさおっしすさぇ
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 85 かっす しけ ょくは さけあょっくうは 

‶ぇゃかぇ ╊せしこっおぇっゃぇ. ¨しすさけゃぇ
20.30 ╇しおぇすっかう. ‶けょゃけょくぇは こさっ-

うしこけょくはは
21.15 》/そ «]〈┿[¨╋¨╃′┿ぅ ╉¨-

╋╄╃╇ぅ»
22.45 ╊うくうは あういくう. ]っさゅっえ ╂ぇいぇ-

さけゃ
23.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
00.00 〈/し «ぅしすさっぉ»
01.45 ╋/そ «¨ きけさっ, きけさっ!»
01.55 ╇しおぇすっかう. ‶けょゃけょくぇは こさっ-

うしこけょくはは
02.40 ╃/そ «╋ぇゃいけかっえ ┿たきっょぇ 

》けょあう ぅししぇゃう. ‶ぇかけきくうつっしすゃけ ゃ 
〈せさおっしすぇく»

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 ‶さっょぇすっかぬしすゃけ くっ こさけとぇの
08.30 〈/し «╉すけ, っしかう くっ は?»
12.30 ╃っかけ ┿しすぇたけゃぇ
13.30 ╋っかけょさぇきぇ «╉[╄]〈′｠╈ ]｠′»
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 ╋っかけょさぇきぇ «╉[╄]〈′｠╈ ]｠′»
21.40 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
22.00 ╆ゃっいょくにっ うしすけさうう
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 «‶〉〈を ╉┿[╊╇〈¨»
01.55 ╃さぇきぇ «′┿]╊╄╃]〈╁¨»
04.40 〈/し «‶うさぇす う こうさぇすおぇ»
05.25 ╃/し «╆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. ╉けくすさぇ-

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

╋っしすぬ しちっくに»
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-

すっぇすさぇかぬくにっ すさぇゅっょうう 〈っぇすさぇかぬくけえ 
こかけとぇょう»

12.30 ╃/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»
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. ╀っさっきっく-

くけしすぬ»
17.00 ╃/そ «╃うっすけかけゅう-しきっさすくうおう»
18.00 》/そ «〉』╄′╇╉ 』┿[¨╃╄ぅ»
20.00 》/そ «╂┿[[╇ ‶¨〈〈╄[ ╇ 〈┿╈-

′┿ぅ ╉¨╋′┿〈┿»
23.15 》/そ «╀╇〈╁┿ ╆┿ ]¨╉[¨╁╇】┿»
01.00 ╄ゃさけこっえしおうえ こけおっさくにえ すせさ. 

╊けくょけく
02.00 》/そ «〈╄╋′┿ぅ ╁¨╃┿»
03.30 〈/し «¨しすぇすぬしは ゃ あうゃにた»
05.00 «╇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: «〈ぇかうぉに. ╁っかう-
おうえ ]っゃっさくにえ くぇさおけこせすぬ»

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 ╄とっ くっ ゃっつっさ: «]ぉうすにっ かっすつう-

おう»
08.30 ╄とっ くっ ゃっつっさ: «【ぇくし くぇ きうか-

かうけく»
09.30 ′けゃけしすう 24
10.00 《ねくすっいう «′╄╁╇╃╇╋╉┿ 2»
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: «╉けゅょぇ 

きっさすゃにっ ゃけいゃさぇとぇのすしは»
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 ]きけすさっすぬ ゃしっき!
21.00 ]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»
22.00 ]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»
23.00 ]きけすさっすぬ ゃしっき!
00.00 〈/し «]ゃっさたなっしすっしすゃっくくけっ»
00.50 ぁさけすうおぇ «‶[╇╆′┿′╇ぅ ╃╄-

╁〉【╉╇ ‶¨ ╁｠╆¨╁〉-2»
02.30 ╁ つぇし こうお: «╂っさけえ くぇてっゅけ ゃさっ-

きっくう»
03.00 〈/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: ぉけっゃけっ ういきっ-
さっくうっ こけおっきけく»

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 «╁に きっくは こけかのぉうすっ»
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
16.55 ╉けきっょうは «╊¨‶〉》╇»
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 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
21.00 ╉けきっょう ╉かぇぉ
22.00 ′ぇてぇ Russia
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 «╆ゃっいょに くぇ ゅさぇくう»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╉けきっょうは «]〈┿′ 》╄╊を]╇′╂»
04.45 ╄とっ
05.45 ╉けきっょうぇくすに
06.00 ╋/し «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうくょあっさ»

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 «╂かぇゅけかぬ» (ゅ.[はいぇくぬ)
02.00, 09.00 «〈ゃけさつっしおぇは きぇしすっさしおぇは».
02.30 «╃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
02.45 «╃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)
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 «╂さぇょ ╉さっしすぇ» (]すぇゃさけこけかぬ)
04.15 «‶っさゃぇは くぇすせさぇ»
04.30, «╆ゃけくくうちぇ» (ぅさけしかぇゃかぬ)
05.00 «′っぉけ くぇ いっきかっ»
05.30 «』っかけゃっお ゃっさに»
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 «╀かぇゅけゃっしす» (》ぇぉぇさけゃしお)
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 «‶っしくけこっくうは ょかは ょせてう»
08.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
10.00 «』うすぇっき ╁っすたうえ ╆ぇゃっす»
10.30 «╁けこさけしに ゃっさに» (╇けておぇさ-¨かぇ)
11.00 «╀っしっょに し ゃかぇょにおけえ ‶ぇゃかけき» 

(ゅ.[はいぇくぬ)
11.30 «╁っしすくうお こさぇゃけしかぇゃうは» (]ぇくおす-

‶っすっさぉせさゅ)
12.00, 19.00 «╀っしっょに うゅせきっくぇ ╋っかたうしっ-

ょっおぇ»
12.30 «》さうしすうぇくしおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)
12.45 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (』っかはぉうくしお) / 

«]ゃっす こさぇゃけしかぇゃうは» (‶っくいぇ) 
14.30 «〈さっいゃっくうっ»
14.45 «¨ぉいけさ こさっししに»
15.00 ╉せいぉぇししおうえ おけゃつっゅ» (╉っきっさけゃけ)
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)

17.15 «『っさおけゃくけ-しかぇゃはくしおうえ はいにお»
17.30 «]ゃっす きうさせ» (╊うこっちお)
18.30 «‶さっけぉさぇあっくうっ» (]すぇゃさけこけかぬ)
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 «¨ぉいけさ こさっししに»
23.30 «』うすぇっき ╁っすたうえ ╆ぇゃっす»

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
12.50 «‶はすくうつくぇは こさけこけゃっょぬ» (くぇ すぇすぇさ-

しおけき はいにおっ)
13.00 «′ぇしすぇゃくうお» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
13.30 «〈ぇすぇさに» (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 «┿おすせぇかぬくにえ うしかぇき»
15.15 “′ぁ‶” (くっかっゅぇかぬくけっ ねおけくけきうつっしおけっ 

こさけしすさぇくしすゃけ)
15.30 “╃けさけゅぇ ぉっい けこぇしくけしすう”
15.45 «┿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»
16.00 ′けゃけしすう 〈ぇすぇさしすぇくぇ
16.20 «╉くうゅぇ» (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 «╋に – ゃくせおう 〈せおぇは» (くぇ すぇすぇさしおけき 
はいにおっ)

17.45 «‶けのとっっ ょっすしすゃけ»
18.00 «』っさっこぇておう くうくょいは». ╋せかぬすしっさうぇか
18.20 ╉けくちっさす ぇくしぇきぉかは «[ぇえはく»  
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 «╁ こはすくうちせ ゃっつっさけき». ╉けくちっさす
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 «╃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)

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 «╋ぇすぇょけさ». 》せょけあっしすゃっくくにえ 

そうかぬき
02.00 «〈′╁: すっささうすけさうは くけつくけゅけ ゃっとぇ-

くうは»
03.00 «╋けくすっおさうしすけ». 〈っかっしっさうぇか  
03.50 «┿ょぇき う ╄ゃぇ» (くぇ すぇすぇさしおけき はいにおっ)
04.20 «′ぇしすぇゃくうお» (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 ]っえ-
つぇし

06.10 ╋けきっくす うしすうくに
07.00 〉すさけ くぇ «5»
10.30, 12.30 ╋っかけょさぇきぇ «╁¨╉╆┿╊ ╃╊ぅ 

╃╁¨╇》»

13.40, 16.00, 01.30 〈/し «〈っくう うしつっいぇのす 
ゃ こけかょっくぬ»

18.00 ╋っしすけ こさけうしてっしすゃうは
19.00, 19.30 〈/し «╃っすっおすうゃに»
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 

00.00 〈/し «]かっょ»
04.40 ╃/そ «╉せさぬっさ, うかう ╇しすけさうは すうたけゅけ 

ょうししうょっくすぇ»
05.25 ╃/そ «]せしかうおう ゃ けしぇょっ»

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 «′〉 』〈¨, ‶[╇╄》┿-
╊╇? [╄╋¨′〈»

16.45 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!
19.00 〈/し «╁けさけくうくに»
21.00 《ぇくすぇしすうつっしおうえ ぉけっゃうお «╁¨-

╃′｠╈ ╋╇[»
23.30 ╀っい ぉぇてくう
00.30 ╁ぇかっさぇ TV
01.00 ╀けっゃうお «【‶╇¨′]╉╇╄ ╇╂[｠»
03.25 ╉けきっょうは «╂¨[¨╃]╉╇╄ ‶╇╅¨-

′｠. ╊╄╂╄′╃┿ ¨ ╆¨╊¨〈╄ ╉〉╃[╇»
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 ╋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
09.55 ╋っかけょさぇきぇ «╁¨╆╁[┿】╄-

′╇╄ ╀〉╃〉╊┿ぅ» 1-4 し.
15.50 ╀けっゃうお «¨〈╁╄〈′｠╈ 》¨╃»
17.40 ¨〈╉. 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

18.00 ╃/そ «』うしすぇは かのぉけゃぬ»
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 «╋けさしおけえ せいっか»
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 ¨ かうつくけき う くぇかうつくけき
00.30 ╀けっゃうお «╉¨╊¨╋╀╇┿′┿»
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 [けししうえしおうっ くぇくけすったくけかけゅうう
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
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 ‶けかっ ╉せかうおけゃけ
08.55 ╂けさけょしおけえ ゅかぇゃぇ
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 [っこかうおぇ
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 ‶けかっいくにっ きっすさに
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 〉╂╋╉. ′ぇてう くけゃけしすう
22.40 ╇ょうすっ ゃ ぉぇくの
23.00 ╁っしすう
23.05 ╋くっくうっ
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 ╉せかぬすせさぇ
02.00 ╁っしすう
02.20 ]こけさす
02.30 ╁っしすう
02.35 ╉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 Hit chart
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 〈さっくょう
11.30 13 おうくけかぇあ
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: かのぉけゃぬ しかせつぇ-

っすしは
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
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 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
02.50 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
03.20 Music
05.00 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.10 ‶さうおかのつっくうは «╂[〉╆ ╀╄╆ ╋┿[-

╉╇[¨╁╉╇»
10.55 ╉せかぬすせさくにえ けぉきっく
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╉けきっょうは «〉╉[O】╄′╇╄ 

]〈[¨‶〈╇╁｠》»
13.40 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. 』っさくぇは くっぉかぇゅけょぇさくけしすぬ
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.20 ╉けきっょうは «╉╊ぃ』╇ ¨〈 ′╄╀┿»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╃/そ «╉けくっち しゃっすぇ. ╉ぇお ねすけ ぉせ-

ょっす»
21.55 ╉けきっょうは «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄╋╄-

′┿»
23.50 ]けぉにすうは
00.25 ╉けきっょうは «╀¨╊を【┿ぅ ‶╄[╄╋╄-

′┿»
03.30 ╃/そ «〈さぇっおすけさうは しせょぬぉに»
05.15 ╋せかぬすそうかぬき
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