ナマステ

トピックス

＆

ブログ(2017/11/16~11/26)

Namaste topics & blogs (16th Nov 2017~26th Nov)
2017/11/16
（トピックス）

お店の名前のナマステは、ネパールの挨拶の言葉です。おはよう
、こんにちは、さようなら、全部ナマステで表します。魔法
の言葉です。
ナマステには３つの H の意味があります。ヘッドの H,ハートの H,ハン
ドの H。アタマとこころと身体の三位一体の意味です。
リア充の人生のことです。
(Topics)
The name of our restaurant “Namaste” is Nepali greeting word.
Good morning, Hello, Good bye, use “Namaste” for all. It`s the magical word.
“Namaste” has 3 meaningful “H”. 1st “H” means the Head. 2nd “H” means the ”Heart”.
3rd” “H” means the “Hand”. It`s the meanings of Trinity Head, Heart, Body linkage
This is the “Full of Life”
2017/11/17
(トピックス)

水戸
水戸茶
茨城県水戸市？その水戸のお茶？なんのこと？
これをカタカナにすると、ミトとミトチャ。ネパール語で「おいしい」と「おいしいです」
という意味です。よかったら覚えてみてくださいね。
（Topics）
水戸（=pronunciation in Japanese “mito”）
水戸茶（(=pronunciation in Japanese “mitocha”)
Is”mito” the capital of Ibaragi prefecture “Mito-city? Is “mitocha”the tea made in Mito-city?
What`s that?
“mito” and “mitocha” are the Nepali words, Translating in Japanese,”mito” means
“oishii”,”mitocha” means “oishii-desu”
If you have time, please memorize(input) them in your mobile phone.
2017/11/18
(トピックス)

ウチのバターチキンカレーはとてもおいしいです。みんな大好き！！

人気者です！！
(Topics)
Butter chicken curry is very delicious. Everybody likes it!!
Ninkimono!!
2017/11/19
(トピックス)

男子学生さんと女子学生さん。みなさんは私たちの「お客さま」です。
私どもは、家庭的な雰囲気で皆さんにカレーをお出しいたします。
(Topics)
Almost young girls and boys are our guest. We serve food to them in homely
environment.
2017/11/20
(トピックス)

当店では、毎晩、カレーとサラダとソフトドリンクにナン食べ放題の学生セット

お出ししております。
お値段は 1000 円ポッキリ！！
学生さん、ドンドン来てくださいね～
(Topics)
In the every evening as a dinner set, we serve ”student-set” menu
Which consists of curry1, salad, soft drink and free Nan
Price is just ￥1000
Every student! Please come on and on to our Namaste restaurant!!
2017/11/21
(トピックス)

レシャム・フィリリ(Resham Firiri)という歌はネパールではとても有名です。
残念ながら、私たちネパール人も、その言葉の意味はあまりよくわかりません。
でも、みんな知っていて、大好きな歌です。
(Topics)
Resham Firiri（the name of song） is very famous in Nepal
I`m sorry to say, we Nepali don`t know the meaning of this name
Exactly
But we Nepali everyone knows this song, and we love it so so much!!
2017/11/22
(ブログ)

昨日、レシャム・フリリの記事をアップロードしました。
どんなものか映像と音声をつけたかったのですが、かなり
コストアップになると聞いて、諦めました。
いい歌で、皆さんに聞いてほしかったので、とても悲しいです。
（涙）
(Blogs)
Yesterday, we uploaded the article about “ Resham Firiri”
Hope to make everyone felt how is it, we would like to attach the sound and
videos.
But we heard that would cost us very much more, we replied no need attaching
We have not so much money. That makes us so sad!
Why sad?
Because it`s a very fantastic song!! We, Nepali think and feel!!
And hope to make you watching and hearing
2017/11/23
以下はギリさんの直記事
(ブログ)

私の本当の名前は、ディパク・ギリと言います。

しかし、残念なことに、だれも私の本当の名前を知りません。
なぜかといえば、周りのネパール人はみんな私のことを「カンチャ」と呼ぶからです。
これは、身内の愛称なのです。
「カンチャ」という言葉の意味は、家族の中で一番年下
の兄弟という意味です。
それで、お客さんの皆さんにお願いしたいのです、どうか私のことを「カンチャ」と
呼んでくださいねと。
もしそう呼んでくださったら、私はとてもハッピーな気分になりますから。
ちなみに、一番年下の姉妹は「カンチ」と言います。
(Blogs)
Actually, my name is Deepak Giri
But unfortunately, no one knows about my name.
Because Nepali calls me “ kanxa.”
It`s a lovely name. This word means I am youngest brother at home.
So, I`d like to request to all my guest, please call me, “ kanxa”
If it so, you do, that makes me so, so happy with big pleasure!!
By the way, youngest sister is “kanxi”
2017/11/24
(ブログ)

私は、今のボス、シンさんのかつての教え子です。シンさんは私の先生でした。
他にもシンさんの教え子が、何人もネパールから日本に来て働いています。
私の先生のシンさんも日本が大好きで来日しましたが、そのせいか教え子の私
たちも日本が大好きで、同じように来日して働いています。
二つの国の人たちが仲良くなればいいなぁと思っています。
仲良くなるために、どうかみなさん、ナマステお店に来たくださいね。待って

ま～す！！
(Blogs)
I`m a former student of my recent boss Singh-san. He was my teacher
There are several former students of Singh-san and they came to Japan from
Our country Nepal, too
And now are working here in Japan
My former teacher Singh-san loves Japan. So, he came to Japan,
Maybe because of him, we, the former students got loved Japan and we also
came to, then working here now
I think and hope the people of these 2 countries make a good and heartful
Relationship or friendship
To make it, please come to Namaste restaurant. We will wait for your comings
!! From bottom of our heart!!
2017/11/25

(ブログ)
今日、シンさんのお母さんが来日します。
車いす生活者のお母さんを迎えるために、お店を占めるわけにもいかず、
朝四時から準備におおわらわ。
大変みたいです。でも、幸せそうです。私たちにはそう見えます。
(Blogs)
Today Singh-san`s mam who always sit on the wheelchair will arrive to Japan
For preparing to welcome her, from 4 am, he is running up, running down and
Setting for everything because of restaurant never closed even if mam coming day
It seems very hard, but it seems he is happy, we feel

2017/11/26

(ブログ)
かつての先生で、現在のボスのシンさんは、おなかが出ています。
かつての教え子で、いま日本にいる私たちもおなかが出ています。
シンさんと私たちは、昔、同じ寄宿舎に寝泊まりして勉強をしていました。
その折、私の両親は、寄宿舎に食材をもっていって、まかないをしていた
のですが、持って行った食材は市価の半値でお分けしていました。
そのせいか、安い分、先生も私も、二倍食べたために、みんな今では太鼓腹
になっているのではないかと、推測しています。
ですから、皆さんは、いくらナンがおいしいからと言って、食べ過ぎには
注意しましょう。私たちみたいに太鼓腹になってしまいますからね。
(Blogs)
The former teacher of us and current boss, Singh-san have a potbelly
The former students who are working in Japan, we have a potbelly, too
In the past time, the term of elementary school, Singh-san and we had
studied in the school during daytime and after that, we had lived in the
Dormitory during nighttime together
In that time, my parents brought the food materials, for example JidoriChicken, goat meat, and cooked. And they offered them at a half price
Of the market one
Maybe because of this way, Singh-san and we ate up the dinner twice and
That made us a big potbelly, I guess now
Therefore, every student!! if you don`t want to get a potbelly-style, please

Pay a attention to too much eating
Even If our offered Nan is so, so delicious …

