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«Красиво жить не запретишь, но перерыв сделать можно», 

–  подумал  Янукович и посадил Тимошенко...

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, 18.50, 19.25, 

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 «¨╂′╄′′¨╄ ╉¨╊を『¨»
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 ╁しっ ゃおかのつっくけ
15.40 ╀けおし. ╃あっえきし ╃う ╂っえか (╁っかう-

おけぉさうすぇくうは) こさけすうゃ ╉さうしすうぇくぇ ]ぇくぇ-
ゃうう

16.55 》/そ «¨〈¨╋]〈╇〈を ╆┿ ┿′╃╅╄-
╊¨»

18.55 ┿しすさけこさけゅくけい
19.00 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
19.20 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 》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». ‶さはきぇは すさぇくしかは-
ちうは

23.10 《せすぉけか [けししうう
00.15 ╁っしすう-しこけさす
00.30 Top gear
02.05 ╋ぇしすっさ しこけさすぇ
02.35 ╀さうかかうぇくす. ]うはくうっ ゃっつくけしすう
03.40 ╁っしすう-しこけさす
03.50 ╁っしすう.ru
04.05 ]こけさすback
04.30 ╁しっ ゃおかのつっくけ
05.30 》けおおっえ. ′》╊. ╉せぉけお ]すねくかう. 

‶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 ] 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 〈/し «╄そさけしうくぬは. 〈ぇっあくぇは 

かのぉけゃぬ»
13.00 ╁っしすう
13.40 ╁っしすう-〉さぇか
14.00 [ぇしてうさっくくけっ いぇしっょぇくうっ 

╂けしせょぇさしすゃっくくけゅけ しけゃっすぇ [けししうう
15.00 ╉せかぇゅうく う こぇさすくっさに
16.00 〈/し «╉さけゃうくせておぇ»

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 ]こっちうぇかぬくにえ おけささっしこけく-

ょっくす
23.50 ╇いきっさうすっかぬ せきぇ. IQ
00.50 «‶さけそうかぇおすうおぇ». ′けつくけっ 

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

てけせ
02.20 』っしすくにえ ょっすっおすうゃ
02.55 〈/し «╆ぇおけく う こけさはょけお»
03.50 ╂けさけょけお
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
12.15 ╅っくしおうえ あせさくぇか
12.25 〈/し «╃ゃぇ ちゃっすぇ しすさぇしすう»
13.25 ‶けくはすぬ. ‶さけしすうすぬ
14.00 [ぇしてうさっくくけっ いぇしっょぇくうっ 

╂けしせょぇさしすゃっくくけゅけ しけゃっすぇ [けししうう
15.00 〈/し «¨ぉさせつぇかぬくけっ おけかぬちけ»
16.00 ╅っくしおうえ あせさくぇか
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. ╉っすつせこ 
こけょ きぇえけくっいけき

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 ╋ぇゃさけょう. ′うとうえ きうかかうぇさ-

ょっさ
23.30 ╁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 〈さうかかっさ «》╊¨ぅ»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 ╃さぇきぇ «╃╅╄]]╇ ]〈¨〉′: 

[╄╆╉¨╄ ╇╆╋╄′╄′╇╄»

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 «′┿╈╃╇ ╋╄′ぅ»
01.30 ╉ゃぇさすうさくにえ ゃけこさけし
02.35 』せょけ-かのょう
03.05 〈/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 ╃さぇきぇ «]｠′ ╆┿ ¨〈『┿»
11.10 〉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! «]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 ‶さうおかのつっくうは «╃╁┿ ╉┿‶╇〈┿-

′┿-2»
02.55 ].〉.‶.
03.45 ]っおさっすくにっ そぇえかに
05.15 ╃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
05.40 》さっくけゃけしすう

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 ‶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 ╃/そ «╅ういくぬ «』っさくけゅけ おけく-

すうくっくすぇ»
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 «╅っかっいくにっ ょけさけゅう 

きうさぇ»
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 ╀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. ╆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 〉しおけさっくうっ. ‶せかおけゃしおぇは けぉしっさ-

ゃぇすけさうは
12.40 ╃/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.
13.35 ‶はすけっ ういきっさっくうっ
14.05 》/そ «‶╇╉¨╁┿ぅ ╃┿╋┿»
15.00 〈ぇすぬはくぇ ‶うかっちおぇは. 》させしすぇかぬ-

くにっ ょけあょう
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. ┿くくっ-]けそう 

╋せすすっさ う けさおっしすさ «╉ぇきっさぇすぇ ╆ぇかぬち-
ぉせさゅ»

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 ╁かぇしすぬ そぇおすぇ. «╀せょょういき»
20.45 Aしademia. ╋ぇさうくぇ ╀せすけゃしおぇは
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». 2 し.
22.20 ╃/そ «┿くすけくうけ ╂ぇせょう. ┿さたうすっお-

すけさ ゃ ╀ぇさしっかけくっ»
22.35 ╇ゅさぇ ゃ ぉうしっさ
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 〈/し «]すけかこに いっきかう»
01.55 〈/し «‶っささう ╋ねえしけく»
02.50 ╃/そ «』うくゅうしたぇく»

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 〈/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 ╅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 ╃っすっおすうゃ «‶¨〈╄[‶╄╁【╇╄ 

‶[╄〈╄′╆╇╈ ′╄ ╇╋╄ぃ〈»
01.10 〈/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 «┿こけおぇかうこしうし. ぁこうょっ-

きうう»
10.00 ╃/そ «‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ». 1 

ゃにこ.
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. ╋け-

しおゃぇ. ]っおさっすくにえ ぉせくおっさ ]すぇかうくぇ»
12.30 ╃/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»
13.25 〈/し «╉けしすう»

15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»
16.05 ╃/そ «┿こけおぇかうこしうし. ]きっさすっかぬ-

くけっ かっつっくうっ»
17.00 ╃/そ «‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ». 2 

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. ╆ぇゅぇょ-

おぇ ┿かっおしぇくょさうえしおけえ ぉうぉかうけすっおう»
22.00 》/そ «‶╄]』┿′｠╄ ┿╉〉╊｠»
23.45 〈/し «╀ぇてくは. ′けゃにっ かのょう»
00.45 》/そ «╁╄[╀╊ぃ╅を╇ ‶┿〉╉╇»
02.30 ╃/そ «╂けさけょしおうっ かっゅっくょに. ╋け-

しおゃぇ. ¨つっさっょぬ いぇ つせょけき»
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

05.00 ╂さけきおけっ ょっかけ: «¨たけすぇ くぇ ょっす-
しすゃけ»

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 ╉けきっょうは «¨╃′┿╅╃｠ ‶[╄]〈〉-

‶╇╁ ╆┿╉¨′»
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 ╀にゃてうっ: «╃させいぬは»
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 ╅ぇょくけしすぬ: «¨こぇしくにえ ゅさぇょせし»
21.00 ╅うゃぇは すっきぇ: «╋けえ きせあ - きぇさ-

しうぇくうく»
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 «]》╁┿〈╉┿»
02.45 《ねくすっいう «〈╄╊╄‶¨[〈»
04.25 〈/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-2
09.20 ╃/そ «』せょっしぇ ゃしっ-すぇおう しかせつぇ-

のすしは»
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 «‶かぇくっすぇ 【うくぇ»
13.25 〈/し «〉くうゃっさ. ′けゃぇは けぉとぇゅぇ»
14.00 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»

14.30 ╃けき-2. Lite
16.45 ╉けきっょうは «〈┿╉]╇-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 «〈┿╉]╇-3»
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 «′っ すぇおけえ おぇお ゃしっ 2»
02.00 ╃けき-2. ╂けさけょ かのぉゃう
03.00 ╉けきっょうは «╊╇『╄′╆╇ぅ ′┿ ╇╆-

╋╄′〉»
04.45 ╄とっ
05.45 ╉けきっょうぇくすに
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,  «╊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 こ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 こ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 こ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 «‶っしくう ゃけっくくにた かっす». [っすさけ-

おけくちっさす
13.00 «╂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)
14.00 «‶っすっさぉせさゅしおうっ すぇえくに». 〈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 «╁っかうおうっ こけぉっゅう ゃ うしすけさうう». ╃けおせ-

きっくすぇかぬくに そうかぬき
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 
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 ╃/し «¨させあうっ ╁すけさけえ きうさけゃけえ. ‶かぇ-

くっさに»

10.50, 12.30 〈/し «]こっちくぇい-2»
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 «′╄ ╋¨╅╄〈 ╀｠〈を»
00.20 〈/し «]すぇは»
03.30 ╃/し «[うきしおぇは うきこっさうは»
05.10 ╃/そ «╋ぇかぬつうお, おけすけさけきせ こさっょしすけは-

かけ しすぇすぬ おけさけかっき»

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 〈/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 ╀けっゃうお «13-え さぇえけく»
16.35 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 ╉けきっょうは «┿]〈╄[╇╉] ╇ ¨╀╄-

╊╇╉] ‶[¨〈╇╁ 『╄╆┿[ぅ»
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 ╃さぇきぇ «╉┿╃╇╊╊┿╉ [╄╉¨[╃]»
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 ╀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 «[けあょっくくぇは さっゃけかのちうっえ»
17.00 ╋せかぬすそうかぬきに
17.40 ╋っかぬくうちぇ
18.10 ╃/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»

19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «╇ょっぇかぬくけっ ぇかうぉう»

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 «[ぁ╋╀¨ IV»

22.40 ╀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 ╋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 ╀けっゃうお «【╇[¨╉¨ 【┿╂┿ぅ»

01.50 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»

02.20 ]すっくょ

02.35 ╋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
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
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: うくそっさ-

くけ
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: ¨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

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: ょゃぇ くせかは
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 【こうかぬおう つぇさす
03.20 Music
05.00 Hit chart

05.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╁さぇつう
09.20 ╋せかぬすそうかぬき
09.35 ╉けきっょうは «╃〉ぁ′をぅ»
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ╃さぇきぇ «』〉╅¨╈ ╁ ╃¨╋╄»
13.40 Pro あういくぬ
14.30 ]けぉにすうは
14.50 ╃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 ╁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. [ぇいぉうすにっ しっさょちぇ
17.30 ]けぉにすうは

17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ╋せかぬすそうかぬき
18.25 ╃っすっおすうゃ «┿′╇]╉╇′ ╇ 《┿′-

〈¨╋┿]». 1 し.
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╃さぇきぇ «╀╄╂╊╄『｠»
22.10 ╃/そ «╉ゃぇさすうさくけっ さっえょっさ-

しすゃけ»
23.15 ]けぉにすうは
23.50 ╋せしけさくにっ ゃけえくに. ╋けいゅけゃけえ 

てすせさき
00.20 ╁にたけょくにっ くぇ おけかっしぇた
00.55 ╀けっゃうお «╊╇』′｠╈ ′¨╋╄[»
03.00 ╋っかけょさぇきぇ «╃¨[¨╂¨╈ ╋¨╈ 

』╄╊¨╁╄╉»
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. ‶けあっさすゃけゃぇすぬ こっておけえ

ИНКУБАТОРНОПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 
«СВЕРДЛОВСКАЯ» 
реализует населению

СУТОЧНЫЙ МОЛОДНЯК
по следующим датам:

20 апреля – НЕСУШКА НЕСОРТИРОВАННАЯ;
21, 26, 29 апреля, 5, 10, 12 мая – ГУСИ;
25, 29 апреля, 5, 12 мая – БРОЙЛЕРЫ;

18 мая – ИНДЮКИ;
26 мая – УТКИ.

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Походная, 1 А.
Тел: (343) 2567522, 2645117.

В продаже
имеется

 фасованный 
комбикорм.


