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年末に社長が、お弁当

を買ってきてくれまし

た。今年はコロナの影

響で忘年会ができなか

ったので、その代わり

という事でした。その

お弁当も、働いている

人の家族分まで買って

きてくれました。だか

らすごい数でした。し

かも萬珍軒さんのお弁

当です！うれしすぎま

す。久しぶりに萬珍軒

さんのご飯を食べまし

た。お弁当は初めてだ

ったのですが、やっぱ

りおいしい‼おいしい

ものを食べると、なん

か幸せな気分になりま

すね。一年間頑張って

きたご褒美としては、

最高でした！ 
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だいぶ人も落ち着いて、普

通に買えるようになりまし

た。久しぶりのバーガーキン

グ！メチャクチャうれし～‼ 

なんでそんなに好きかという

と、ハンバーガーが、アメリカ

の味がするんですよね。 

マックとかモスバーガーとか

も食べるのですが、どこか 

日本の味みたいなんです。

一言でいうとバーガーキング

はビールに合う‼って感じで

すかね(笑) そんなアメリカ

ンな感じがするので、好きな

んです。こんな話を聞いてい

ると、一度食べてみようか

な…って思いますよね？もし

行かれるなら、必ずスマホの

アプリを入れてください。毎

週、ハンバーガーの種類は

変わるのですが、クーポンが

いつも出ています。そのクー

ポンを見せると300円引きに

なります！ 30円じゃないで

すよ。300円です！ハンバー

ガー1個のお値段で、ポテト

とドリンクがついてくるんで

す。すごくないですか？なの

たちのできる範囲で直してあ

げたい…社長はいつもそう

言っています。今回のパソコ

ンも、分解して、ハードディス

クを取り出して、色々とやっ

ていました。すると、数時間

後…。「お！何とか出せた!」

という声が聞こえました。無

事にデータを取り出せたみ

たいです。本当に良かったで

す。お客様にその旨を連絡

したら、すごく喜んでいただ

けました。皆さんもパソコン

やスマホを使われていると

思います。必ず壊れる時が

来ますので、こまめにバック

アップを取っておいてくださ

い。パソコンやスマホを過信

せずに、大切なデータは色

々な所に保存をしておいてく

ださい。ＵＳＢメモリーやクラ

ウドだったり、今は安くて、安

心に保存できる場所がたくさ

んありますので！ 

み ん な のみ ん な のみ ん な のみ ん な の    

ひ と り 言ひ と り 言ひ と り 言ひ と り 言    
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         （斎藤茂太） 

 

確かに～！なんか失敗する事を 

恐れて、逃げてしまっている 

人をたまに見ますが、失敗な 

んて怖くない！失敗したほうが 

絶対人生がうまくいく気がし 

ます！ 

2021年1月号 

で、600円位で大きなハン

バーガーとポテトと、ドリンク

までつきます。このお得感も

私が大好きな理由の一つで

す。一度この価格で、このボ

リュームのハンバーガーを

食べてしまうと、もう他のお

店には行けなくなりますよ…

(笑)覚悟して行ってください

ね(笑) あ！もう一つ！   

食べるならワッパーシリーズ

がおすすめです。ワッパーは

大きいとかいう意味らしく、

バーガーキングが推してい

るハンバーガーです。チーズ

やテリヤキなど色々な種類

のワッパーがありますので、

試してみてくださいね～。私

は今、ほぼ週一で食べてい

ます…（太るわけだな…汗） 

喜んで喜んで喜んで喜んでいただけましたいただけましたいただけましたいただけました!!!!のコーナーのコーナーのコーナーのコーナー!!!!    

先日、パソコンの修理があり

ました。中にはお子さんの写

真がたくさん入っているそう

です。写真のデータだけでも

どうにか出せないか…という

内容でした。早速、社長に相

談してみました。内容や症状

によって、救出できるか、専

門の業者に出すべきなのか

変わってくるそうです。専門

の業者に出すと、軽く10万円

以上を請求されてしまうため

お客様の負担も大きくなって

しまいます。だから何とか私

皆さんはバーガーキングっ

て知っていますか？アメリカ

では有名なハンバーガー

チェーン店です。日本でも

時々マクドナルドVSバー

ガーキングのニュースが流

れたりもしています。その

バーガーキングが美合にも

できたんです！実は私は

バーガーキングがかなり好

きなんです！仕事で名古屋

に行くと、必ず寄っていきま

す。名古屋のお店は大須に

あって、その側に沖縄のアン

テナショップもあるんです。だ

からバーガーキングでハン

バーガーを食べて、沖縄の

店で沖縄そばの麺を大量に

買って帰る…が私の名古屋

出張のルーティーンです(笑)

そんなに好きなバーガーキ

ングが岡崎にもできて、しか

も美合だなんて、うれしすぎ

ます！ところが…開店してか

ら1ヶ月は毎日大行列で、

まったく買える状況ではあり

ませんでした。そんな状況か

らしばらくたった12月…。  

    待望の！待望の！待望の！待望の！ 
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