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–У меня сегодня в метро какой-то амбал попросил денег 

на операцию! 

–И ты дал?

–Дал. 

–И много? 

–Немного. Но операцию ему теперь действительно де-

лать придётся. 

07.00 ╀ぇくおけゃしおうえ しつっす
07.30 [うねかすけさしおうえ ゃっしすくうお
08.00 15 きうくせす け そうすくっしっ
08.25, 08.55, 19.20, 20.25 ‶さけゅくけい こけ-

ゅけょに
08.30 ╇くすっさくっす-ねおしこっさす
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 ╁しっ ゃおかのつっくけ
10.00 ╁っしすう-しこけさす
10.15 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ╄ゃさけこに. 

《うくぇか
12.45 ╄ゃさけ-2012. 《うくぇか
14.00 ╋っしすくけっ ゃさっきは. ╁っしすう-しこけさす
14.30 》/そ «′╄〉╃╄[╅╇╋｠╄»
16.00 90x60x90
16.30 《せすぉけか. 』っきこうけくぇす ╄ゃさけこに. 

《うくぇか
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
20.45 《うくぇか 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»
20.55 ┿しすさけこさけゅくけい
21.00 ╁しっ ゃおかのつっくけ
21.25 ╀ぇしおっすぉけか. ¨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. 
[けししうは - ╉けさっは. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

23.15 ‶かはあくにえ そせすぉけか. ╉せぉけお 
きうさぇ-2013. ¨すぉけさけつくにえ すせさくうさ. [けししうは 
- ╂っさきぇくうは. ‶さはきぇは すさぇくしかはちうは

00.35 ╁しっ ゃおかのつっくけ
01.10 ′ぇせおぇ 2.0. ╀けかぬてけえ しおぇつけお
01.40 》/そ «〈[〉╃′｠╄ ╃╄′を╂╇»
03.35 ╁っしすう-しこけさす
03.45 ╁っしすう.ru
04.00 ╋けは こかぇくっすぇ
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!
09.45 ¨ 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 〈/し «〈ぇえくに しかっょしすゃうは». 

«╇しすけさうは ぉけかっいくう»
12.50 ╊のぉかの, くっ きけゅせ!
13.50 ╁っしすう. ╃っあせさくぇは つぇしすぬ
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 〈/し «]さけつくけ ゃ くけきっさ. ′ぇ 

しかせあぉっ いぇおけくぇ». «╋うさ あっくとうく»
19.40 ╁っしすう-〉さぇか
20.00 ╁っしすう
20.30 ]こけおけえくけえ くけつう, きぇかにてう!
20.40 ‶さはきけえ ねそうさ
21.30 〈/し «]っさょちっ くっ おぇきっくぬ»
23.20 «]けかょぇす うきこっさうう»
00.15 ╁っしすう+
00.35 ‶さけそうかぇおすうおぇ
01.45 ╉けきっょうは «╃╄〈╇ ╀╄╆ ‶[╇-

]╋¨〈[┿»
03.25 ┿くうきぇちうけくくにえ そうかぬき 

«]╋╄[〈╄╊を′┿ぅ ╀╇〈╁┿: ‶〉〈╄【╄-
]〈╁╇╄ ′┿』╇′┿╄〈]ぅ»

04.15 ╂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
12.25 〈/し «╅っくしおうえ ょけおすけさ»
13.20 ]きぇお
14.00 ╃させゅうっ くけゃけしすう
14.25 ‶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)
15.20 ╅╉》
16.15 》けつせ いくぇすぬ
17.00 ╃っすっおすけさ かあう

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)

18.25 ╋っあょせ くぇきう, ょっゃけつおぇきう
19.00 ╃ぇゃぇえ こけあっくうきしは!
20.00 ‶せしすぬ ゅけゃけさはす
21.00 ╁さっきは
21.30 〈/し «╆けは»
22.30 ]ゃけぉけょぇ う しこさぇゃっょかうゃけしすぬ
23.30 ′けつくにっ くけゃけしすう
23.50 ╇た ╇すぇかうは
00.45 ‶うけくっさに ゅかせぉうく
01.45 〈さうかかっさ «╅╇╊╄『»
03.00 ′けゃけしすう
03.05 〈さうかかっさ «╅╇╊╄『». ¨おけく-

つぇくうっ
03.40 ╀けゅょぇく ]すせこおぇ. 〈けす っとっ 

こっさっち

06.00 ′〈╁ せすさけき
08.05 〈/し «┿ゅっくす けしけぉけゅけ くぇいくぇ-

つっくうは»
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
13.25 ]せょっぉくにえ ょっすっおすうゃ
14.30 〈/し «¨こっさゅさせここぇ-2»
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 «╋けしおゃぇ. 〈さう ゃけおいぇ-

かぇ-3»
21.25 〈/し «』] - つさっいゃにつぇえくぇは 

しうすせぇちうは»
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. ╋うたぇうか 

╂ぇったけ
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
03.05 〈/し «[せぉかっゃおぇ. Live»
05.00 〈/し «┿ょゃけおぇす»

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 ‶けかっいくけっ せすさけ
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 «┿╁┿[╇ぅ» - ╃¨』を ╋╄′-

〈┿»
11.30 ].〉.‶.
12.30 ]きってくけ ょけ ぉけかう
13.00 〈/し «┿ゅっくす くぇちうけくぇかぬくけえ ぉっい-

けこぇしくけしすう»
14.00 ¨ぉきっく ぉにすけゃけえ すったくうおう
14.30 [けいにゅさにて
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 [けいにゅさにて
22.20 』け こさけうしたけょうす?
22.45 〉かっすくけっ ゃうょっけ
23.15 ╃けさけあくにっ ゃけえくに
23.45 ╂けかにっ う しきってくにっ
00.45 』け こさけうしたけょうす?
01.15 〈/し «╋けさしおぇは こけかうちうは 6»
02.10 ╃さぇきぇ «┿╁┿[╇ぅ» - ╃¨』を ╋╄′-

〈┿»
04.10 ]ぇきけっ しきってくけっ ゃうょっけ
04.40 ].〉.‶.
05.25 ¨こっさぇちうは «╃けかあくうお»

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. ′ぇ 

ょけさけゅぇた
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
09.05 ╁しっ け いぇゅけさけょくけえ あういくう
09.25 ╃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
10.05 ‶さけおせさぇすせさぇ. ′ぇ しすさぇあっ 

いぇおけくぇ
10.20 〈っささうすけさうは ╂〉《]╇′
10.35 ]すせょうは こさうおかのつっくうえ
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 ╁しっ け ╅╉》. ╇すけゅう
11.30 ╉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
12.05 ]けぉにすうは. ¨ぉいけさ こさっししに
12.15 ]けぉにすうは. ┿おちっくす. ╉せかぬすせ-

さぇ
12.30 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
12.35 ]っおさっすに しすさけえくけしすう
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
13.05 ┿ゃうぇさっゃの
13.30 [ぇぉけすぇすぬ おぇお いゃっさう
14.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
14.05 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
14.10 ╃/そ «╉ぇすぇしすさけそに: ゃったう 

ねゃけかのちうう»
15.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
15.05 ‶けゅけょぇ くぇ «¨〈╁»
15.10 ╃/そ «ぁくちうおかけこっょうは ゃにあう-

ゃぇくうは»
16.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
16.05 》/そ «╁╇╈»
17.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
17.30 [っちっこす
18.00 ‶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
18.30 ]けぉにすうは 〉さ《¨
19.00 ]けぉにすうは. ╉ぇあょにえ つぇし
19.10 》/そ «╀╄[╄╂╇]を ┿╁〈¨╋¨-

╀╇╊ぅ!»
21.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
21.30 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
22.30 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
22.50 ╁しっ け ╅╉》
23.00 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
23.30 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
23.45 ]けぉにすうは 〉さ《¨
00.15 〈/し «╄さきぇお»
01.15 ]けぉにすうは. ╇すけゅう
01.45 ]けぉにすうは. ┿おちっくす
02.00 ╃っえしすゃせのとうっ かうちぇ
02.10 ‶ぇすさせかぬくにえ せつぇしすけお
02.35 ┿しすさけこさけゅくけい
02.40 ′けゃけしすう 〈┿〉 «9 1/2»
03.40 ‶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
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 ╃さぇきぇ «╂[¨╆┿»
12.35 ╃/そ «╅ういくぬ おせゃにさおけき. 

┿かっおしっえ [っきういけゃ»
13.15 ╃/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»
13.45 〈っぇすさぇかぬくぇは かっすけこうしぬ
14.10 ]こっおすぇおかぬ «¨しすさけゃぇ ゃ けおっ-

ぇくっ» 1 つ.
15.25 ╅うゃけっ ょっさっゃけ さっきっしっか
15.40 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
15.50 〈/し «╇しすけさうは 〈けきぇ ╃あけく-

しぇ, くぇえょっくにてぇ»
16.40 ╋けくけかけゅ ゃ 4 つぇしすはた
17.05 ]うきそけくうつっしおうっ こさけういゃっ-

ょっくうは ‶.╇.』ぇえおけゃしおけゅけ

18.05 ╃あ.‶せつつうくう. «〈けしおぇ»
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 ╃/そ «〈うたけくけゃ. ╋ゅくけゃっくうは 

しかぇゃに»
20.30 〈/し «¨すちに う ょっすう»
21.15 ╃/そ «《せすぉけか くぇてっゅけ ょっす-

しすゃぇ»
22.10 ╃/し «ぁゃけかのちうは ╄ゃさけこに»
23.00 ′けゃけしすう おせかぬすせさに
23.20 ╃/し «╁しっかっくくぇは ╁はつっしかぇゃぇ 

╇ゃぇくけゃぇ»
23.50 ╉うくっしおけこ
00.35 ╃けおせきっくすぇかぬくぇは おぇきっさぇ
01.15 ╂かぇいぇ ゃ ゅかぇいぇ
01.40 ╃/し «[ぇしおさにすにっ すぇえくに 

[うきぇ»
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 «╃っすう ぉっかけえ ぉけゅうくう»
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 ╃っすっおすうゃ «╆┿‶[╄〈 ′┿ ╊ぃ-

╀¨╁を»
11.50 ╁おせしに きうさぇ
12.00 ╃/し «╀にすぬ し くうき»
13.00 ╋っかけょさぇきぇ «TU ES... 〈｠ 

╄]〈を...»
15.00 ╃/し «╋けは こさぇゃょぇ»
16.00 ╃/し «]かせあっぉくにっ さけきぇくに»

16.30 ╅っくとうくに くっ こさけとぇのす
17.00 ¨すおさけゃっくくにえ さぇいゅけゃけさ
18.00 ¨ょくぇ いぇ ゃしった
18.30 ╃っすう けすちけゃ
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 ╃さぇきぇ «╁╄╊╇╉¨╊╄‶′｠╈ 

╁╄╉»
22.00 〈/し «╃けおすけさ 》ぇせし»
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 ╉けきっょうは «╋｠ ] ╁┿╋╇ ╂╃╄-〈¨ 

╁]〈[╄』┿╊╇]を»
01.20 〈/し «]かっょけこにす»
03.10 〈/し «╋っゅさね»
05.05 ╃/し «╋せあつうくに おぇお あっくとうくに»
06.00 ′っこせすっゃにっ ょっすう

06.00 ╋せかぬすそうかぬきに
08.00 ╃ぇかっおけ う っとっ ょぇかぬてっ し ╋う-

たぇうかけき ╉けあせたけゃにき
09.00 》-ゃっさしうう. ╃させゅうっ くけゃけしすう
10.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ
11.00 》/そ «╃╄′を ]╁ぅ〈¨╂¨ ╁┿╊╄′-

〈╇′┿»
13.15 〉ょうゃう きっくは!
15.15 〈/し «╀っい しかっょぇ»

16.05 ╋うしすうつっしおうっ うしすけさうう し ╁うおすけ-
さけき ╁っさあぉうちおうき

17.00 ‶ぇさぇかかっかぬくにえ きうさ
18.00 〈/し «╃けおすけさ 〈にさしぇ»
19.00 〈/し «╋っょうせき»
21.00 ╋うしすうつっしおうっ うしすけさうう し ╁うおすけ-

さけき ╁っさあぉうちおうき
22.00 ╃/そ «╆ぇゅぇょおう うしすけさうう. Opus 

Dei - こせすぬ お しゃはすけしすう»
23.00 》/そ «[╄‶〈╇╆┿╁[»
00.45 》/そ «╆┿╂┿╃¨』′┿ぅ ╇]〈¨[╇ぅ 

╀╄′╃╅┿╋╇′┿ ╀┿〈〈¨′┿»

05.00 〈/し «‶さけゃうくちうぇかに»
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
10.00 ╀けっゃうお «[¨╋╄¨ ╃¨╊╅╄′ 

〉╋╄[╄〈を»
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 ┿こけおぇかうこしうし: «╆っきかは»
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 ‶さうてっかぬちに ゅけしせょぇさしすゃっくくけえ 

ゃぇあくけしすう
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 〈さうかかっさ «╀╄╂╊╄『»
01.30 〈/し «╋ぇすさっておう 2»
03.30 〈/し «‶さけゃうくちうぇかに»

07.00 ╋/し «‶かぇくっすぇ 【うくぇ»
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 «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうくょあっさ»
08.30 ]かっょに ゃけ ゃさっきっくう
09.30 ╃/そ «╁ つせあけえ ゃかぇしすう - 2»
10.45 ╋/し «╀っく 10: うくけこかぇくっすくぇは 

しゃっさたしうかぇ»
11.10 ╋/し «╉ぇお ゅけゃけさうす ╃あうくょあっさ»
12.10 ╋/し «╂せぉおぇ ╀けぉ ╉ゃぇょさぇすくにっ 

【すぇくに»
13.00 ╋/し «‶うくゅゃうくに うい «╋ぇょぇゅぇ-

しおぇさぇ»
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
17.00 ╀けっゃうお «【╇[¨╉¨ 【┿╂┿ぅ»
18.30 〈/し «〉くうゃっさ. ′けゃぇは けぉとぇゅぇ»
19.00 〈/し «╇くすっさくに»
19.30 〈/し «〉くうゃっさ»
20.00 〈/し «╆ぇえちっゃ + 1»
20.30 〈/し «〉くうゃっさ. ′けゃぇは けぉとぇゅぇ»
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 〈/し «╊のぉけゃぬ くぇ さぇえけくっ»
01.00 〈さうかかっさ «] 【╇[¨╉¨ ╆┿╉[｠-

〈｠╋╇ ╂╊┿╆┿╋╇»
04.05 ╄とっ
05.55 ╅っくしおぇは かうゅぇ
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 ╃けおせきっくすぇかぬくにえ そうかぬき
01.00, 23.00  «╁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  «》さうしすうぇくしおけっ しかけゃけ» (╁うかぬくのし)
02.45 «]ゃはすにくう ╋けしおゃに»
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, 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  «]せとくけしすぬ» (╋うくしお)
05.00  «╁ 7 ょっくぬ» (¨きしお)
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, 12.30, 21.45  «‶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, 09.00 «〉すさっくくっっ こさぇゃうかけ»
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 «╋うさけくけしうちに»
08.00 «╊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
12.00 «‶さぇゃけしかぇゃくぇは ねくちうおかけこっょうは»
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 «╉さっしす くぇょ ╄ゃさけこけえ»
17.15 «‶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)
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

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 しこけっき!» (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 «╋に すぇくちせっき う こけっき»
18.10 〈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)
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 «╇いせつぇは こかぇくっすせ». ′ぇせつくけ-

こけこせかはさくにえ 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 «′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 «‶さうくちっししぇ う くうとうえ». 〈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 しこけっき!»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 ]っえつぇし

06.10 ╃/そ «╋けくすっしせきぇ»
07.00 «〉すさけ くぇ «5»
10.30 ╃/し «]ゃっさたなっしすっしすゃっくくけっ: せょう-

ゃうすっかぬくにっ しうかに あうゃけすくにた. ]ゃっさた-
つせゃしすゃうすっかぬくけしすぬ»

10.45, 12.30 〈/し «╃ぇかぬくけぉけえとうおう»
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»
20.30, 21.15 〈/し «]かっょ»
22.25 ╋けきっくす うしすうくに
23.25 〈/し «╂っくっさぇかぬしおぇは ゃくせつおぇ»
03.00 ╀けっゃうお «╉[〉〈¨ ]╁┿[╄′′｠╄»
05.35 ╃/し «╉ぇかっくょぇさぬ こさうさけょに. 

╊っすけ»

06.00 〈/し «╆うお う ╊のすっさ»
07.00 〈/し «‶ぇこうくに ょけつおう»
07.30 ╋/し «╁っしっかぇは けかうきこうぇょぇ ]おせ-

ぉう»
08.00 ╋/し «』うこ う ╃っえか しこってぇす くぇ 

こけきけとぬ»
08.30 〈/し «╆うお う ╊のすっさ»
09.00 6 おぇょさけゃ
12.00 〈/し «‶ぇこうくに ょけつおう»
13.00 ╋/し «‶さうおかのつっくうは ╃あっおう 

』ぇくぇ»
13.30 〈/し «╁けさけくうくに»
15.00 ╉けきっょうは «]╁¨╀¨╃〉 ‶¨‶〉-

╂┿ぃ!»
17.00 ╂ぇかうかっけ
18.00 6 おぇょさけゃ
19.00 ′っさっぇかぬくぇは うしすけさうは
19.30 〈/し «╁けさけくうくに»
21.00 〈/し «′っきくけゅけ くっ ゃ しっぉっ»
22.00 ╀けっゃうお «╁ ‶¨╇]╉┿》 ╂┿╊┿╉-

〈╇╉╇»
00.00 ′けゃけしすう - 41. ]ゃっさた こかぇくぇ
00.30 〈/し «1814»
01.25 6 おぇょさけゃ
01.45 〈さうかかっさ «╉¨╋′┿〈┿ ]〈[┿》┿»
03.50 ╋/そ «‶さうおかのつっくうは ぉさぇすちぇ 

╉さけかうおぇ»
05.05 ╋/し «╃あせきぇくょあう»
05.50 ╋せいにおぇ くぇ ]〈]

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 ‶さうおかのつっくうは «╀[¨′╆¨-

╁┿ぅ ‶〈╇『┿»
14.00 ‶さうおかのつっくうは «╉¨[〈╇╉»
18.15 ╃/そ «╉かはすゃけこさっしすせこくうおう»
19.00 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
19.30 ╃/そ «』うしすけ ょっすしおけっ せぉうえ-

しすゃけ»
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 «ZE 《╇╊を╋»
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 【おせさくにえ ゃけこさけし
00.20 ╋っかけょさぇきぇ «╇′〈╄[╃╄-

╁¨』╉┿»
02.50 ′けゃけしすう «4 おぇくぇかぇ»
03.20 ]すっくょ
03.35 ╋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 〉╂╋╉. ′ぇてう くけゃけしすう
07.50 ╄かっくぇ ╋ぇかぇたけゃぇ: ╅╉》 ょかは つっ-

かけゃっおぇ
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
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
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 ╃ゃぇ し こけかけゃうくけえ つっかけゃっおぇ
07.30 ╉ぇお は ゃしすさっすうか ゃぇてせ きぇきせ
08.00 ]すっさっけ せすさけ
09.10 100 かせつてうた こっしっく 00'た
10.00 〈ぇえく.Net
11.00 ‶さけゃっさおぇ しかせたけゃ
11.30 ╆ゃっいょに くぇ かぇょけくう
12.00 News ぉかけお weekly
12.30 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
14.30 〈ぇえく.Net
15.30 ]こかっすくうちぇ
16.20 ′ぇ しかせあぉっ せ ょぬはゃけかぇ

17.10 ╁しっき くう し きっcすぇ, は - くっゃっしすぇ!
18.00 ‶さけっおす «‶けょうせき»
19.00 ╉かぇししくけっ おうくけ: ぉかけくょうくおぇ ゃ 

てけおけかぇょっ
20.40 ]ゃうょぇくうっ くぇ ゃにあうゃぇくうっ
21.00 ╉ぇくうおせかに ゃ ╋っおしうおっ 2
23.00 News ぉかけお
23.30 ]こかっすくうちぇ
00.20 ╉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
00.35 ╁しっき くう し きっcすぇ, は - くっゃっしすぇ!
01.25 ╁しっ かせつてっっ ゃ すっぉっ
02.15 ′っさっぇかぬくにっ うゅさに
02.45 ╇おけくぇ ゃうょっけうゅさ
03.15 Music
05.00 Live in Tele club
05.30 Hit chart

06.00 ′ぇしすさけっくうっ
08.30 ╃っすっおすうゃ «¨‶┿]′｠╄ ╃[〉-

╆をぅ»
10.20 ‶っすさけゃおぇ, 38
10.40 ╁さぇつう
11.30 ]けぉにすうは
11.45 ‶けしすしおさうこすせき
12.35 ╃けおぇいぇすっかぬしすゃぇ ゃうくに. ╀うかっす ゃ 

けょうく おけくっち
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 ╊うちぇ [けししうう. 〈ぇすぇさに
15.25 〈/し «╋せあしおぇは さぇぉけすぇ»

16.30 ╉かせぉ のきけさぇ
17.30 ]けぉにすうは
17.50 ‶っすさけゃおぇ, 38
18.10 ′ぇてう かのぉうきにっ あうゃけすくにっ
18.40 〈/し «╆ぇとうすぇ»
19.50 ]けぉにすうは
20.15 ╋っしすけ ょかは ょうしおせししうえ
21.05 〈/し «╆ゃっさけぉけえ»
23.50 ]けぉにすうは
00.25 《せすぉけかぬくにえ ちっくすさ. ╄ゃさけ-2012
00.55 ╃/そ «〈うぉっす う [けししうは: すぇえくけっ 

こさうすはあっくうっ»
01.40 〈/し «╋うしし ╋ぇさこか ┿ゅぇすに ╉さう-

しすう»
03.40 ╉けきっょうは «[〉]]╉╇╈ ╀╇╆′╄]»
05.10 ╃/そ «╁しこけきくうすぬ ゃしっ»

Елена Бессонова: «Печень чрезвычайно чувствительна к 
вредным воздействиям алкоголя, лекарств и ожирения...» 
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