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Http://blogs.yahoo.co.jp/bj_green21/5781223.html

あんなこと・こんなこと

■®¯のきには、ごv@を！

■ðñáòとのËòい
45にdたÉにいのあったt
のÊさん、ËÌのÍDÎ で?@をして
aさり、そのèは、Ïrのようにªやé
êにÐっていただきtÚでのおÖ
きäいがÑまりました。

Ué½VのWXで、rにYZのªで[²Û\を
しているWXでＭちゃん（½Vでは、òaをこの²にÂび
äい、Ãöは○○さん、èÅには× × Æと¶うÇÈがあ
る）とÂんでいるt がdる。$々]tは^き_も`aも
bうが、どこかJがcうWXといったdeでしょうか。

した?のみをったを、々クリスチャンであった
でしたので、ずは（ の¡¢）に£れて
¤ってaさり。¥しぶりので§れた?を¨され、©ªが
«¬にむようになったのです。

f 10þをgぎてしたêは、irにはÂもjえていな
いというのが、Jにはかかるのですが、lめない/があ
る。そのVにn^opがqきているのが、めっきりrにsく
なり、rによるtuをvねている。

°±r²の³に´µnoと¶うのがありますが、ここのサ
ウナはナトリウム の°»´µで、¼½の¾ £¿
のÀいのÁになっているようです。¿ のÂがÃÄでサ
ウナにGているのかÅからないような/ではなく、ÆÇÆÈ
のÉÊがÃÄです。ËÌはfさいがÍÎにÏÐで、ÑÒ
はÓっています。

xÅのDではéêをしたり、Uんでもあまりzしくもく、
かといってò½)のDでUむのは、お|いにJを}うもの
で、ついついdeのい/でJを~してUむのが、
ち:けるのである。

ここでrのÔれを¨すには、ÕってÖけでしょう。Vらに
とってはつのÚÛÁにもなっているようで、Üに５０ßほど
のáâがたまりました。
ここでãりäったtåと、æçèのéê、èrのゴルフ、
ÚîïといったパターンがGているようです。òóò
ôのまとまりはrstÚõöだとøいます。
ùでは、°±tのＶＩＰýいとなってしまいました。
þ! １０"tdたVらもùは６"tだそうです。それで
も$々rstの１０%、w¼½の&'もさることながら、
(t&')が*+Äに,くその-どが./£れでGてい
るからです。0123、45、67１００の89にÅ:し、
VらのÚを;っています。
<=は、rstよりも５０％?@は,いようですが、
ÚABとしてのCDてはく、E、E、_FのG
H、IJも(tABでだそうです。
ùはVらとä;の3をÌKしている/です。
LMページをごQaさい。３ぺーじです

Dがけてからであるから、x»とf½のDと¶う
ことになるが、の rのf、]tでかけたのが
の。ＭちゃんのもについてGた。
を30sõöéべ、そのもYséべたとøう。この
t（？）にopがれた。
ずですが、f¿になとa、Æも
かないなもので、つわりのようにþXをめてが
qこり、トイレにけむ、という ;を¡¿¢り£し、
これがrX¤いたのである。Ｍちゃんにªで¥いてみ
るとVはなんでもくÆÎ。の_はJがく¦くのも
§¨といった©じらしい、どうやらò«。
g¬にもYに@、®¯や°±でtuをするとこの
²なことがqこり、«³にBぎまれたêがある。ùZ´
をµしたのは、こんにゃくを¶1éべて、·にたまった¸¹
をºししたのが»かったようである。
¼f½でされた®のモモき、¿ÀさせてÁきました。

どうなる!"のグーグル

!" ーウイルスも

!"におけるインターネット
への01は、4々!"678
には、9きく<=を?けてい
ますよね。

G、ＹｏｕｔｕｂｅがOれない。

G、R"のサイトにアクセス
できない。

G、Yきなメルマガが^って
こない。abもdeない。

G、R"サイトがfgにhi
されない、kはl!で
カットされる。
とにかく、!"のインター
ネットのpqではrsがtす
ぎるのが!"。ライバルのx
yをz{する|なのか、グー
グルの~をってのな
のかはらないが、ユーザーに
とっては9きなである。

、xyのパクリやウイル
スのをりらないの
か？
かに!"のサイトには、
ものがtくありをして
いるが、ウイルスのは
ったものである。さんは
されていますか？

ところで、みなさんはＰＣの
メンテでっていませんか？

ご¨©ªさい。«¬x®、
スポットを°±®～で³´µ
な¶が·ます。
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}XにãりäったhiDのオーナーが、の にやってGた！

がïèするが、SandyがのpqをしているöのÔのBDになったのである。３
０[^くに1えたVWは、Âと２１[でありよく1るととってもëìいfoではないか。
pqもなくゾッコンVWにtってしまったのである。

! だか ら
% せる あ
の *+

x]^を_うには、]ヶaõöの<bがcdであったþeに、7tがî¿して
Gて、Xのfgでもheわりにx]^をiæ。このx]^をSandyにして
¤ったのである。{はにしくれたのを、VWにjったと¶うのがそのklでもある
が、そのVWのmびようはnÎではなかった。

wxに¤かなくなったは、þXはたっぷり、ÓつぶしにいつもöのÔにÕびに¤き、VWもがGるのをÖっているよう
になった。それと¶うのも、×のフロアーでなくÚtÛÜフロアーで、ÝÞつ、スイートとセミスイートだけのáâÔである
から、のãにはäがdなかったのである。
あるrのåè、ホテルの^くのèSDのæりéに、ÓをもてあますようにêりんでいるÃのくりっとしたëìいWの_が
êりんでいたので、íSがGるかと¥いたら、どうぞ、と¶うことで、SをTってもらうことにした。そのïに、トイレをðして
くれと¶うと、トイレはくÚのñò./をえてくれた。
これが$%の'い、ニイハオ./であった。5に7いが8み:いたのではないかと?@をしながらDにEってGたが、あまりJにもせ
ず、シャンプーとSをTってくれた。VWがこのDのオーナーで１８[、そのほかに^/のWの_１４[がabきでdるfさなhiD。
jkで、^くのlmnoにpqをしているrstであるこ、uvwxにyっている（{|にはもうyっていない）tまいのし
いであるとをした。 のも、そのときにしてしまったようであるが、にい。しのチップをしDをた。

ó_の７þgぎになって、１４[のWがrsõをえてほしいといってîねてきたのである。まずソファーにêらせ、Âø
rsõをÇいたいのか¥いてみると、ù,くのtたちがrsに¤って、お ùけをしているのでも¤きたい、と¶うような
iのをししたのである。あなたのúならÂでもしてあげるから、rsõをえてaさい、と¶いながらüりýってくる。
そうこうしているに、þかがド アーをノ ックしている。ド アーをあけると#$%のSandyが&っていて、そのèろには、ほど
のhiDの１８[オーナー、()*な+をしたSandyが、このtをãっているか？ と¥くので、ãっていると¶ったら『どう
ぞ』、と¶って から.れていった。
f/と¶う１８[のオーナーが、 にf0がdるのを1て、『ここでÂをしているの、2くEりなさい』と3りÖけている。
どうやらf0がGているのをãり、£れにGたのであろうとøったら、そうではなく、xÅはxÅのÃÄがあってGたようである。
どうやらVWもrsõ、rs4xを56、7åになりたい。
8ってもい、こんなhtでëìい１８[、9むè:はい。『お;<にæっていいですか？』と¶ってきたのである。C
には=>Ü?がÜ@されているではないか。
もうこの¶Aが、をx:にしてもいいですよ、と¶うサインかもãれない、とøいんでしまった。èでãったêであるが、
¿ではãtがホテルにqまっていると./B%でîれてお;<にæるのである。それと¶うのも、Eê[が$くまい
にはお;<がいのである。
f/が;<にæっているX、SandyにCDをされるとまずいので、#$%とおEりをしてアリバイを;ろうとGえ、 の
ÚにるとSandyが、 にdないとまずい、HvIがJまれる、といって にºし£されそうになったのを、Âとかごま
かしÚでVWとjkをしてgごしたのである。
rsõをÇうと¶うことをè:に、f/は@々 にGるようになった。ëìいfKとWのdeがGるまでにはLり
þXがかからなかった。Sandyに1つからないようにするには、woなMNがあったが、O２þXのQとお;<と¶うこと
で、それなりのèDがあったようでもあるが、Âかとè:をつけて にæりをするのである。まさに、RSをしているTりな
のであろう。
UV（スネークヘッド ）とのい・・・〈つづく〉
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678、:しくは=の>?@がBる12のおE
$%´µ¶¯°·¸±²¨³
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$%&FG)UHJ６1

$%&'()W>XJ２９1
Tel / Fax： （０２２）２３３７－１０８８

!"#$(%&'#)
Japanese & Western

TEL：022 - 2712 - 5057

JK-JOINT BIZ

SEVEN DAYS CO.,LTD
なによりもやさしさに
こだわりました。

まだやっているようです！
!"：$%&'()*+,-./$)４1
23：022 - 2837 - 7194
45：1382 - 089 - 7257 (6)
45：1351 - 221 - 0619 (789でどうぞ)

!"：'()*+J１６1a>bcdeのgろ
23：022 - 2837 - 2238
ijCk: 17 : 30～02 : 00 >?7@A２Cマデ

$%7¯°±²¨³

!"#$%&'(
FのGHとIをKみませんか

Call:131-3201-8270

$%&FG)HIJKLMNOP７R
23：022 - 2718 - 9394

12の45

ö7からあなたにûを！

あなたのþ! ドライバーがついて

6,500!/"より
! "#"が%って ます

Call:131-3201-8270
J O I N T BI
K-

Z

ＫＯＲＩＡＮ ＴＮＣ$%LÄÅ

J

JK-JOINT BIZ
JK-JOINT BIZ(TIANJIN)

KORCHINA
¡・

£りÑい

¹º» jL–HP１３３-５２０１-５０４３
$%&'()１４６1  １５Ｅ/Ｆ

8くて9い！

$%7Ï±²¨³

・・79マルチスタッフ
のリース()
7ソーシイング
・¡L¢£¤

Call:131-3201-8270

!"#$%
!"：$%&¥¦)%§¨J４1©
３８７1 KLª«¬R®
23：022-5818-5818

()*+ の ,-.け0います
・ÓÔj¬ÉÕります
・ØrのÔÙで、ÛÜとÞß
・àáのâãからのおåけ、ÔÙでÞß
・ランクけÍÎ、FÔÍÎもごzéできます

!

みつ げ ん% &セ ンタ ー

Mitsugen Serving meals Center
ÆjÇけ7ÉÊËしÍÎ

!"：$%&(m)noJ（(mpq)r）
23：０２２－８８３９－９４８５(ファックスyz)
45：１３１ － ３２０１－８２７０（789でどうぞ）

-./01の3り56く

