
「笑顔」と「満足」が
       いっぱいあふれる情報誌 VOL.54
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ゆうメールゆうメール

料金後納

ゆうメール

【差出人】 L-NET（株）　〒550-0004  大阪市西区靱本町1-10-24
【還付先】 〒491-0816  一宮市千秋町浅野羽根古金島9-1
　　　　　 TJ天気予報内 L-NET

名　前：西川　真菜（左）、高津　枝理（右）
勤務地：一宮市（千秋店）
信　条：西川／プラス発想、自由発想
　　　　高津／人生楽しく
TJ天気予報ってどんなところ？：
　　　　西川／ホーム
　　　　高津／夢への階段

2011年お得なキャンペーン開催中!!2011年お得なキャンペーン開催中!!

春はスタイルチェンジ!!春はスタイルチェンジ!!



2 ハッピータイムズ

編集長 モジコのご挨拶

大河ドラマ「江」はご覧になっていますか？ 私

　　は録画して毎週楽しみに見ております。

　戦国を生きた三姉妹と英雄たちの天下を揺るが

す愛の物語です。

　江（ごう）は、織田信長の妹・市を母とし、日

本史上最も有名な三姉妹（浅井三姉妹）の末っ子

に生まれました。江は徳川第二代将軍・秀忠の正

室となり、娘は天皇家に嫁ぎ、息子は三代将軍と

なります。

　そこにたどりつくまでの江の人生は、波乱と苦

難の連続で、二度の落城により父と母を失った江

は、時の権力者たちに人生を翻弄され、三度の結

婚を重ねます。

　さらには、姉・淀（茶々）と敵味方に分かれて

天下を争うことになります。

戦国の世の苦しみを知りぬいた江は天下太平を願

い、江戸城に大奥をつくりあげます。

　それは、以後二百数十年にも及ぶ、平和と繁栄

の時代を築く礎となったそうです。

　江の父親である浅井長政が滋賀県長浜市に小谷

城を築いたこともあり、長浜市は「江」で盛り上がっ

ております。先日、資料館やドラマ館など、何箇

所か回ってきました。実際に大河ドラマのときに

来ていた着物や、撮影時の映像なども見ることが

できて、大満足でした。資料館では、係りの方が、

山を見ながら、アノ場所には小谷城のこういう建

物が建っていたとか、信長はあちらに陣をとって

戦いに挑んだなど、詳しく説明もしていただけて、

大河ドラマで見たあの城は、ここにあったのかと

思うと、テンションがあがってしまいました…。

春にはお城のあった山にも登れるそうなので、今

年は、ぜひ登りに行って、長政と市の見た、絶景

を見に行きたいと思っています。

こんにちは。季節は春ですね。新しい生活が始まる方も多いのではないでしょうか？

わが社も、4月に新入社員が入ってきます。心新たに、頑張っていきますので、宜しくお願い致

します !!

先日、わたしの叔父の還暦のお祝いをして来ました。サプライズということで、皆が集まってい

ることも内緒にして、1ヶ月くらいかけて、おばさんや母親たちと作戦会議をしていました！　

時間をかけたかいあって、大成功に終わりました！

私たちが社会人になってからは、盆と正月に皆がそろえるくらいでしたが、節目で家族そろって

お祝いができて、幸せな時間がすごせました。

では、ハッピータイムズVOL.54 スタートです！

私らしさの方程式

江

編集長のモジコです
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　今回は編集部メンバーと新年会をするために名古屋に出向きました。
普段電車で動くことがほとんどないのでかなり名駅周辺は新鮮でした。
ものすごい数のお店の中からフィーリングで選んだお店が「たら福」
さんです。こちらのお店は、外見はかなりレトロで実際の古民家を再生
して使用している居酒屋さんです。色んなお店がある中でこちらを選ん
だのは、外の看板にあった「寒ブリ入荷！」の文字でした（笑）
　早速、中に入りそれぞれが食べたいものを思い思いに注文です。「寒
ブリの刺身」やら「サーモンのカルパッチョ」「手羽先」「シーザーサラダ」
「豚肉のピリカラ炒め」「国産和牛のステーキ」などなど、かなり贅沢に
頼みまくってしまいました。しかもさすが男４人、次々に皿が空いて
いきます！ 車できたために飲めない３人を尻目に、約１名だけかなり
ご機嫌なペースでお酒を飲んでる人もいました…。
　昔からよく「コミュ
ニケーション」をお酒

の場でとることを「飲みニケーション」といって盛んに行っていましたよね？ 今の若い
世代には通じないかもしれませんが…。まさにそんなノリでかなり話が弾み、箸も進み
あっという間にお腹いっぱい！ って感じです。もうこれ以上料理はいらないかな…って
思い始めていたのですが、実は、来店して最初にメニューを開いた時からずっと気になっ
ていたものが僕にはありました。
　「そぼろ肉のたまごご飯」です。シンプルです！ 凄くシンプルでどこにでもあるんじゃ
ないって感じなんですけど、どうしても惹かれたんです！「どうしよっかな～」って散々
迷ったんですが、食べないと後悔しそうなので思い切ってオーダーしました。結果として、
かなりの量のご飯が運ばれてきて腹がはちきれそうだったんですが、しっかり完食して

きましたよ！
　もう大満足、これ以上は何も入らないっ
て言いながら、最後にしっかりとメープル
アイスを頂き甘い余韻に浸りながらお店を
後にしました。
　普段にはない景色を見ながら、「たまには
こうして出てくるのもいいな～」って思い
ました。たくさん店があって迷った方はぜ
ひ１度行ってみて下さいね。（名駅周辺に出
向いた場合のみですが…）大体何を食べて
もおいしいのと、お酒も結構色々あります
よ！

電　　話／052-566-5600　　　　定休日／月曜日
営業時間／PM5:00～AM1:00（ラストオーダー＝午前０時）

名古屋市中村区名駅３丁目17-26

食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き

王子こと　堤　哲郎です。
食いしん坊王子のおいしいもの食べ歩き!!
今回も「2011年新年会」をやってきました!

☆こんにちは！　王子です！！☆
　早いもので 2011 年もだんだん春のにおいがしてきましたね。今年は雪が多く降ったりして、かなり寒い冬になりま
したが皆さんは健康に過ごせてますか？ 風邪の１番の予防は「手洗い・うがい」だそうです。小さな子供から大人まで知っ
ているこの単純な予防法をしっかりやって健康に春先もガンガン食べ歩いていきますのでよろしくお願いします !!
　それにしても、今年に入ってからのドラマって怖い内容の多くありません？ 犯罪者やストーカーなど観ていてぞっと
するものが多い気がします。ドラマは、その時の時勢を映すといいますよね？ そんだけ不安要素が多く、荒れてるって
事ですかね？？ 個人的には昨年のようにもっと単純で、観ていて熱くなるドラマをいっぱいやって欲しいなって思って
いる今日この頃です…少なくとも僕はこの食べ歩きを通して皆さんに楽しみとパワーを届けていこうと思います !!

※採用させていただいた方には、‘王子’よりステキ？？ なプレゼントをお送りします♪

　毎年恒例のハッピータイムズ編集部メンバーによる新年会の模様でした！
実は主要メンバーが男ばっかなんで、ちょっと暑苦しかったんですが、この
たび女性の新メンバーを迎えることになりました！ ＴＪ天気予報のおしゃれ
プロデューサーを迎えて、紅一点華やかに！ そして男は全員元気に！ 今後
もやっていきますので宜しくお願いします !!

の場でとることを「飲み ケ シ ン」とい て盛んに行 てい

たら福さん
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美しく・健康でいるための秘訣
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★ TJ天気予報にご来店したことがない家族・友達が高校生以上の場合
　30%OFFにさせて頂きます。　※中学生以下の場合、20%OFFになります。
★ 他の特典（キャンペーン期間中やその他サービスチケット等）との併用はご遠慮下さい。

TJ天気予報に来店した
ことのないお母さん

TJ天気予報
レッツ　ゴー！あなた

例えばあなたとお母さんが一緒にご来店

２人仲良く
30％OFF

※のりかえ割チケットを
　スタッフにご提示下さい。

誕生月にご来店で
TJ天気予報から
素敵なプレゼント

どちらかもれなくプレゼント！
ororor技術料金1,000円OFF 商品代金1,000円OFF

※誕生日割をスタッフにご提示下さい。

お客様 スタッフ

今月、誕生日なんです

おめでとうございます

＆
ご存知ですか？  ２枚 のカードをご存 知 ですか？  ２枚 のカードを！ご存 知 ですか？  ２枚 のカードをご存 知 ですか？  ２枚 のカードを！ご存 知 ですか？  ２枚 のカードを！トクトク

情報

編集部からのお知らせ！

高原町4

サークルKさんサークルKさんサークルKさん

西山
公園

西山公園前

豊田高専

明楽時運
豊田店さん

駅

駅

新 店 情 報新 店 情 報

編 集 部 よ り

ＴＪ天気予報 24番目のＴＪ天気予報 24番目の
仲間が愛知県豊田市に！仲間が愛知県豊田市に！ 2011年３月10日（木）オープン2011年３月10日（木）オープン

３月８日（火）10:00 予約受付スタート！３月８日（火）10:00 予約受付スタート！

豊田店 オープニングスタッフ豊田店 オープニングスタッフ

スタッフの転勤等でご迷惑をおかけいた
しますが、宜しくお願いいたします。

〒471-0069　豊田市高原町４丁目31
TEL ０５６５－３１－２６３８
　　 ０１２０－９５６－１９８

編集部
喫茶キクリンの
つぶやき

王子
「春なのに、懐は
冬なのはなぜ？
…」

真さま

「花粉症に負ける
な、自分！」

ブチョー
「パスポート取
得！ 海外を楽し
みます。」

レーコー

「毎週焼肉ざんま
いです☆」

一吉
「最終電車で拾った
マンガを読んだら
涙がとまらない！」

■営業受付時間

■定休日/月曜日※月曜祝日の場合もお休みとさせていただきます。

縮毛矯正（カット込）
平日（火～金） AM10:00～PM5:30 ～PM7:10
土・日・祝日 AM 9:00～PM4:30

～PM6:00
～PM5:00

パーマ + カラー（カット込）
～PM5:30
～PM4:30 ～PM6:10

カットパーマ or カラー（カット込）

TJ天気予報　ホームページアドレス　http://www.tj-tenkiyohou.co.jp

豊田店は、お客様がご帰宅の際、そのまま帰るのがもったいない！ このま
まどこかお出かけしようかな?! と、全員のお客様に思っていただけるよう
な、魅力溢れるお店です！ 是非、豊田店の扉に手をかけて見て下さい。
スタッフ一同、明るい笑顔でお待ちいたしております。

MAP

新 店 情 報新 店 情 報


