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困ってるんですわ。マジで

思うに、ボスはもっのすごっく「おっかない人」です。
警察だろうがヤクザだろうが他人の子供だろうが「紳士淑女」であろうが
変な態度や、おかしなことをしていると、平気で叱り飛ばします。
「こら！！なにやっとんのじゃ、おんどりゃ～！」
とか。
就労ビザで外国から来た自分からすると信じられないことです。外国人の自分がそんなこ
とをしたら大変なことになるからです。
だから、ネパール人は日本人を騙したりしません。おっかないからです。それで、ネパール
人の悪い奴は、同じネパール人の自分を騙したんです。
で、犯罪被害に遭ってしまいした。でもその同じ「おっかない」ボスのおかげで、犯罪被害
に遭ったお金を警察抜きでそいつらにねじ込んで、取り戻すことができたりもしたのです
けど。
こういうお方には、例の北の国に出向いてもらって、バットマンならぬファットマン（太っ
ちょ）をねじ上げてほしいもんです。
というのも、ミサイルのせいで、いつまでたっても新しいお店が開けないからです。
ずっと待機状態です。
でも、そんなことは実際にはありっこないので、とりあえず鉄砲で「太っちょ」を、撃つマ
ネをしました。
「ズドン、ズドン」
ああ、神様、ごめんなさい。
私もあの「太っちょ」と同じ、悪い人みったい、です。
ボスより、ちょと「こわい人」みったい。
でも、ほんと、困ってるんですわ。マジで。
(Blogs)

I have been in troublesome
I think, Boss is ultra-thunder-like person
To policemen, either to “Yakuza (=Japanese gang)”, either to other one`s children, either to
“ladies and gentlemen which is self-calling”, if they take the strange attitude or strange
manners, Boss throw a loud voice like a thunder at them with never hesitation
“What are you doing, Ah? Are you God, Ah?”, like this
I, who is foreigner with working visa coming to Japan, never believe in such a behaving.
Because in the case a person from foreign country takes such way, it will cause and burst up
very big trouble
Therefore, Nepali never scam Japanese, because we feel Japanese “fear”. Then a cause of it,
Bad Nepali scammed the same Nepali, me
And I dropped in scam
But due to the same “fear” boss`s character, we screwed into them, then could get or take
back the money which was stolen by the bad scam persons without police root, too
Such a person like above, I hope he goes abroad to North country, then screws up not
“Batman”, but “Fat-man”
Because due to the missile issue, even if much time passes or forever, we can never open the
new restaurant brunch、I feel.
Always we are in staying position
But, in the real world, it will never happen, then I took the performance with shooting “Fatman” by gun
“Bang, Bang”
Oh!! Very sorry, my god, I apologize you!!
I feel myself so bad man as the person similar with that “Fat-man”
I might be more fear and terrible person than Boss
But I have been in troublesome, this is my true voice
Thank you

