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Дорогу перебегает толстая тетка. Водитель пропускает 

её с комментарием: «Такую за раз не переедешь».

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, 18.55, 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 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
10.00 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
10.00 ╁っしすう-しこけさす
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
13.40 ╁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 ‶かぇゃぇくうっ. 』っきこうけくぇす [けししうう. 

¨かうきこうえしおぇは おゃぇかうそうおぇちうは
17.05 》/そ «¨╂′╄′′¨╄ ╉¨╊を『¨»

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
21.10 》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. «╉さぇしくぇは ┿さきうは» (╋けしおゃぇ) 
- «¨きしおうっ ぅしすさっぉに»

02.00 ╁っしすう.ru
02.15 ′ぇせおぇ 2.0
02.45 [っえすうくゅ 〈うきけそっは ╀ぇあっくけゃぇ. 

╆ぇおけくに こさうさけょに
03.20 ╁っしすう-しこけさす
03.30 ╁っしすう.ru
03.45 ╋けは こかぇくっすぇ
04.00 《せすぉけか. ‶さっきぬっさ-かうゅぇ. «╃う-

くぇきけ» (╋けしおゃぇ) - 『]╉┿
06.05 ′っょっかは 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». 

«╂さけぉ くぇ ょゃっ こっさしけくに»
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 «╋〉[»
22.50 〈/し «╊っおすけさ». «¨させあっえ-

くにえ ぉぇさけく»
23.45 ]っさこ こさけすうゃ しゃぇしすうおう. 

]たゃぇすおぇ ゅうゅぇくすけゃ
00.45 «‶さけそうかぇおすうおぇ». ′けつくけっ 

てけせ
00.55 ╁っしすう+
01.15 «‶さけそうかぇおすうおぇ». ′けつくけっ 

てけせ
02.10 《うかぬき おぇすぇしすさけそ «┿╃ ╁ 

‶¨╃′╄╀╄]を╄»

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 «╃ゃぇ ちゃっすぇ しすさぇしすう»
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
17.05 ]さっょぇ けぉうすぇくうは. ╀っょくにえ 

えけゅせさす

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 ╁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 ′っこせすっゃにっ いぇきっすおう
01.40 ╉けきっょうは «]╊〉╅╇〈を ╇ ╆┿-

】╇】┿〈を»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╉けきっょうは «]╊〉╅╇〈を ╇ ╆┿-

】╇】┿〈を». ¨おけくつぇくうっ
03.30 ╇ゅけさぬ 〈ぇかぬおけゃ. ‶けゃっさあっく-

くにえ ゃ ぉけの

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. ╃きう-

すさうえ ╆うきうく
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»
02.35 ╁ いけくっ けしけぉけゅけ さうしおぇ
03.00 〈/し «]おけさぇは こけきけとぬ»
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! «]すぇさうおう-

さぇいぉけえくうおう»
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»
01.45 〈さうかかっさ «′〉╊╄╁¨╈ ╉╇╊¨-

╋╄〈[»
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
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 «〉ょぇゃ»
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
15.55 ‶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 «′っゃっさけはすくけ, くっ すぇお 

かう?»
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 ╀ぇしおっすぉけか. 』っきこうけくぇす [けし-

しうう. 《うくぇか. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは. ╁ 
こっさっさにゃっ - てけせ «[っぇかぬくにえ ぉうい-
くっし»

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 «‶っしくは しかにてうすしは う くっ しかに-

てうすしは...» ╁.]けかけゃぬっゃ-]っょけえ
12.50 ╃/そ «╁うかかっきしすぇょ. ╋ぇかっくぬおうえ 

┿きしすっさょぇき くぇ ╉ぇさうぉぇた»
13.05 ╊うくうは あういくう. ]っさゅっえ ╂ぇいぇさけゃ
14.00 ]こっおすぇおかぬ «╀さぇすぬは う ╊ういぇ»
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
16.20 ‶けきっしすぬっ しせさうおぇす
17.05 ╂けゃけさはとうっ おぇきくう
17.35 ╀っい ょうさうあっさぇ. ╉ぇきっさくにえ ぇく-

しぇきぉかぬ «╀っさかうくしおうっ ぉぇさけつくにっ しけかう-
しすに»

18.35 ]すせこっくう ちうゃうかういぇちうう
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 Aしademia. ┿かっおしぇくょさぇ ╀せあう-

かけゃぇ
21.30 ╃/そ «[けあょっくうっ つっかけゃっつっしすゃぇ. 

╀うすゃぇ いぇ こかぇくっすせ ╆っきかは». 1 し.
22.30 〈っき ゃさっきっくっき
23.20 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.40 ╋けしす くぇょ ぉっいょくけえ
00.10 ╃/そ «┿くょさっえ ぁてこぇえ. [っおぇ 

ゃさっきっく»
01.20 ╃/そ «╁うかかっきしすぇょ. ╋ぇかっくぬおうえ 

┿きしすっさょぇき くぇ ╉ぇさうぉぇた»
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 〈/し «╄しっくうく»
16.00 ╃/し «《さぇくちせいしおうっ せさけおう»
16.30 ′っょっかは しすうかは
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 ╅っくしおうえ さけょ
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 «╀¨╂ ‶╄』┿╊╇ ╇ 

[┿╃¨]〈╇»
01.00 〈/し «╃けおすけさ ╉せうく, あっくとうくぇ-

ゃさぇつ»
05.05 ╆ゃっいょくぇは あういくぬ

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 〈/し «╀っい しかっょぇ»
09.00 ╃/そ «《ぇおすけさ さうしおぇ. ╀っさっきっく-

くけしすぬ»
10.00 ╃/そ «╃うっすけかけゅう-しきっさすくうおう»
11.00 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. 

‶っさっくっしすうしぬ ゃ こさけてかけっ. ╀ぇえおぇかぬしおうっ 
きうさぇあう»

11.30 》/そ «╅╇╆′を ╇╊╇ 』〈¨-〈¨ ╁ 
ぁ〈¨╋ [¨╃╄»

13.30 》/そ «╋╇]〈╄[ ╁〉╃╉¨╉»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «┿こけおぇかうこしうし. ぁこうょっ-

きうう»
17.00 ╃/そ «‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ». 

1 ゃにこ.
18.00 〈/し «╃っあせさくにえ ぇくゅっか-2»
19.00 〈/し «╉けしすう»
21.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. ]っおさっす 

ょっかぬそうえしおけゅけ けさぇおせかぇ»
22.00 》/そ «╁╄[╀╊ぃ╅を╇ ‶┿〉╉╇»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 》/そ «[╇]╉¨╁┿′′｠╈ ╀╇╆-

′╄]»

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «′ぇさおけそうす-
くっし»

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
09.45 ╀けっゃうお «¨》¨〈┿ ′┿ ‶╇[┿-

′をぃ»
12.15 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 ╀にゃてうっ: «[けょしすゃっくくうおう»
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 ╁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»
04.00 〈/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 【おけかぇ さっきけくすぇ
09.30 ╃/そ «′けゃにえ ょっゃうつうえ こけさは-

ょけお»
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
16.20 ╀けっゃうお «╉¨╊¨╋╀╇┿′┿»
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 «〈┿╉]╇ 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 ╃さぇきぇ «]¨╁╄[【╄′′｠╈ ╋╇[»
03.50 ╄とっ
05.50 ]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, «]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 «╋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 «╀ういくっし 〈ぇうすすぇさしすぇくぇ»
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…»
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
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!»

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 ╃/し «¨させあうっ ゃすけさけえ きうさけゃけえ»

11.25, 12.30 〈/し «]こっちくぇい»
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 ╋けきっくす うしすうくに
23.25 ╃っすっおすうゃ «╀╄╊┿ぅ ]〈[╄╊┿»
01.25 ╉けきっょうは «╆┿‶┿]′¨╈ ╇╂[¨╉»
02.50 ╃さぇきぇ «┿′╂╄╊｠ ╁ ┿╋╄[╇╉╄»

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 «╁けさけくうくに»
09.00 6 おぇょさけゃ
09.30 〈さうかかっさ «╃╅¨′′╇ ╃.»
12.05 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 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 ╂ぇかうかっけ

15.00 【けせ «〉さぇかぬしおうた こっかぬきっくっえ». 
«╁っしぬ ぇこさっかぬ - くうおけきせ»

16.30 6 おぇょさけゃ
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 «╁けさけくうくに»
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 《ぇくすぇしすうおぇ «13-え さぇえけく»
23.35 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 6 おぇょさけゃ
01.45 ╋っかけょさぇきぇ «╀¨╊を【¨╄ [┿╆¨-

』┿[¨╁┿′╇╄»
03.45 ╃さぇきぇ «‶[¨】┿╈, ╂┿[╇»
05.10 〈/し «】うす»

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 «[けあょっくくぇは さっゃけかのちうっえ»
16.20 ╋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 «╋けさしおけえ せいっか»
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 «′ぇさおけぉぇさけく こっしつぇくけゅけ 

おぇさぬっさぇ»
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 «【╇[¨╉¨ 【┿╂┿ぅ»
22.30 ╀のさけ あせさくぇかうしすしおうた うししかっょけ-

ゃぇくうえ
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 〈さうかかっさ «╅╄]〈を»
02.30 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
03.00 ]すっくょ
03.15 ╋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 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
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 ╀ってっくにっ こさっょおう
15.45 ]ゃうょぇくうっ し きぇきせかっえ
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: ¨しすうく ‶ぇせねさし: 
つっかけゃっお-いぇゅぇょおぇ きっあょせくぇさけょくけゅけ きぇし-
てすぇぉぇ

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 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
09.15 ╋っかけょさぇきぇ «¨′┿ ╁┿] ╊ぃ-

╀╇〈!»
10.55 〈ぇえくに くぇてっゅけ おうくけ. «╊のぉけゃぬ 

う ゅけかせぉう»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ‶けしすしおさうこすせき
12.35 ╃/そ «┿ せ ゃぇし - ゅぇい?»
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 «╉かのつう けす ぉっいょくに»

16.30 ╃/そ «╀けさうし ╄かぬちうく. 』ぇしすくぇは 
あういくぬ こさっいうょっくすぇ»

17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╉けきっょうは «╃╄[╄╁╄′]╉╇╈ ╃╄-

〈╄╉〈╇╁»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╋っかけょさぇきぇ «╃¨[¨╂¨╈ ╋¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉»
22.20 ′ぇさけょ たけつっす いくぇすぬ
23.25 ]けぉにすうは
00.00 《せすぉけかぬくにえ ちっくすさ
00.30 ╃/そ «]かっょ いゃっさは»
01.20 〈/し «‶せぇさけ ┿ゅぇすに ╉さうしすう»
03.15 ╃さぇきぇ «¨』╄[╄╃′¨╈ [╄╈]»
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. 』っさくぇは くっぉかぇゅけょぇさくけしすぬ


