平成２２年１１月～２３年２月
（順不同。用字については原文のままとします。
）

１．Ｈ２２．１１．１３（土） 今日は「みず
がき山」に紅葉を見に行ってきました。残念
なことに少々おそかった様でした。でも八ヶ
岳高原大橋が最高でした♪♪ 明日はびっく
り市で野菜を買い、ぶどうの丘温泉へ行きま
す。ちなみに鳥もつは奥藤が一番です！！オ
ススメ！！ 今年もみなさん風邪などひかぬ様におすごし下さい。

私・６３才、主人・

６６才の旅です♨
２．Ｈ２２．１２．２８Ｔue 私は大成荘は２回目です！ １回目は５年生の移動教室、２回目
は家族とスキー旅行で来ました。ちなみに２回とも同じ部屋なんです！すごくないですか？
（笑） 私は３人兄弟で上・中は２回目の大成荘。来年下も２回目の大成荘で兄弟みんなでお
世話になってます。

ごはんおいしい！緑が多い！大成荘は素晴らしい旅館です。これから

も日野を代表する旅館でい続けて下さい☆ もうすぐ新年を迎えますね。２０１０年中にこれ
をみた方々、よいお年を！
３．１２/２９ ８さい あさごはんおいしかったです。弟もいます。たいせいそうにはいっぱい
きてます。またきたいです。
４．２３/０１/０４ 冬にはじめて泊りにきました。午前中息子のサッカー練習があり、午後から
中央道にのり、２時間弱。あっというまに着きました。明日はサンメドウズで初すべりをする
予定でいます。
５．２０１１年１月８日（土） 久々に泊りに来ました。いつも心のこもったお出迎え、おいし
いごちそう･･･大変嬉しいです。そして今夜は久々に天体観測ができ、非常に感動でした。そ
こで、強く長く光る流れ星を見ることができました。願い事をするのも忘れ、「あっ、流れ
星！！」と言っている間に消えてしまい、ちょっと残念でしたが、滅多に見られないきれいな
流星は心に残りました。また、見たいな！！
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６．わたしはアイススケートに行きました。わたしは白いズボンをはいていて、ころんで、おし
り・ひざがまっくろになっていて、
「わ～～～」と言って、さいごに父をさがしていて母とい
っしょにはしっていたら、ずーーといって、やばいです。
７．１１/２２～１１/２３まで泊りました。スタッフの皆さんのたいおうもよくて、よかったです。
わたしのオススメは･･･１、卓球 ２、図書コーナーです。

スタッフの人へ･･･ていねいな

たいおうありがとうございます。またとまりにきます。
８．１・２（日）２０１１ 雪で遊びました。そりで沢山すべりました。雪を登る時につるつる
すべりました。寒かったです。手がすごくいたかったです。雪が顔につきました。足がうまっ
てぬけなくなってびしょびしょになりました。明日の朝まで沢山雪があるといいです。また来
たいです。
９．２０１１．１．４ 今回はスキーをしてからの宿泊。スキー場近いし、安くて、きれい、食
事も美味しく、とても気持ち良く過ごせました。ありがとうございました。年始の時期（今年
は１０日まで）だけ、ともにこの森のパン＆ケーキ屋さんで、限定のパイが売っていますが、
絶品だと思います！ヨーロッパで年始だけ食べるパイらしく、通年作ってないのが残念です。
パン屋のおとなりのソフトクリームも甘すぎず、とても美味しいです。今日は食べに行くつも
りです。夏も冬も八ヶ岳楽しいです。
１０．２０１１♡ 大成荘にきたよ～！ こんにちは！ 私はＭＡＩと申します。実はこのリレー
日記の中にも私が書いた所がありますが、捜せますかね？ 今日は白樺ロイヤルヒルというス
キー場に行ってきましたが、風が強くとても寒かったです。スキーを満喫した後に大成荘に向
かいました。その途中に野生の鹿が横断する貴重な所が見れました！ラッキー！ まず、着い
てからお風呂に入りました。ジャグジーや調度いい温度だったので、スキーのつかれがとれま
した(^^)v その後は、私の一番の楽しみの夕食に行きました。やっぱりとてもボリュームがあ
って、かつとてもおいしくて、いつも食べきれません。今回私が気に入ったのは食後のデザー
トにでたココナッツミルクにイチゴ、キウィ、水菓子にゆずゼリーの物がとても気に入りまし
た。その後に、卓球やバドミントンなどのスポーツをしました。とてもゆったりした１日にな
りました。本当に大成荘にいるとリラックスできます。これからもよろしくお願いします。
１１．２０１０．１２/２６（日） 外に出たら白うさぎの足あとみつけた。足あとをおっていっ
たら橋の下で終わってた。びっくり！
１２．２０１０．１２/２９．３０．３１泊 今年ははじめて年末にハガキが当り、泊ることがで
きました！！今まで３～４回来ていますが、食事のおいしさと、メニューの多さに本当にびっ
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くり(^_-)です。♡ 一度たりと、同じメニューにあたったことは無く、料亭にきたかのような、
季節のメニューや料理にお品書きは必ずもらって帰ります。 フロントの方のやさしい声かけ
や、おへやのメンテナンス･･･などなどはっきり言って、この料金じゃ申し訳ないくらい。
「あ
あ、日野市民でよかった～。バンザーイ」 これからもよろしくおねがいします。たのしく利
用させていただきまーす。部屋に時計がないのが残念でした。

（三沢在住 永田ファミリ

ー 様）
１３．１/３（月） スキーでここに来ています。去年に比べて意外と上手くなっていたのに、自
分でも驚きました。朝のバイキング楽しみにしてまーす。 お父さんはスキーが大好きなので、
毎年行ってます。私のここでの楽しみはバイキングです。スキーで遊んだ次の朝ごはんがバイ
キング(^_^)/ さすが！！たいせいそう
１４．たのしかったです！♡（山宮ももか 様） 最高です。
（ゆうた 様）
１５．Ｈ２２．１２月２９日 今日は大成荘にとまります♪ ゴハンもおいしい、部屋はピカピ
カ、のびのびできて、いい思い出になります。やっぱり大成荘はサイコーですね☆
１６．大成荘はすごく楽しいよ！！ 大成荘のいいところ⇒大成荘は夏は花火、すごく広く
て・・・

（高尾 茉衣 様）

１７．今日、電車でのんびり八王子から大成荘まできました。その途中でなんと富士山が見えま
した。大成荘は年に１回ほどくるので今回も楽しみでした！！ 弟と卓球をしたり、とてもの
んびりできて、夕食もすごくおいしかったです。明日はカントリーフェスタに行きまーす。
１８．１月２日日曜日 おとまりが大すきです。ごはんはおいしかったです。でも、すこしのこ
してしまいました。でもおいしかったです。おふろはきもちかったです。
１９．１/５(水) 私たち家族は今日スキーへ行ってきました！！楽しかったです。
２０．１/４（火） 今日の夜は屋上に行って星を見ました。きれいだったけど、すごいさむかっ
たです。
２１．１/６（木）
（予定）もう帰っちゃいます。山梨名物ほうとうを帰りに食べるかな？（食べた
いな）そのほかは、まだまよい中！ 大成荘は何もかもがサイコーでした！２日間ありがとう
ございました。
２２．平成２３年１月１日 謹賀新年 大成荘の皆さん、新年お目出度うございます。こちらに
泊めて頂くのは今日で何回目でしょうか。そう、５回か、いや６回か。娘夫婦と二人の孫に連
れられて私達老夫婦はやって来ます。ここは八ヶ岳のふもとで、空気は清浄で閑静。心身の疲
れを癒すには最適の地です。そして、なによりも食事のおいしいことです。私はいろんな所へ
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旅行をして、いろいろな料理を食べ歩きました。しかし大成荘の食事は料理人の細かい心遣い
が、いつ来ても汲みとれます。これは私だけでなく連れの家族がそろって感心しています。御
馳走様です。私は後期高齢者でそろそろお迎えが来る歳ですが、こちらの食事が楽しみです。
今後ともよろしくお願いします。
２３．２０１１．１月９日 きのうと今日で大成荘にとまったよー。ここに何回もきていて、な
れてるよー。シャトレーゼは子どもたちに人気があると思うのは、どうぶつたちがおかしくば
け、どうぶつのすべりだい。さらに、キッズパークではそりなどをむりょうでかしてくれて、
キッズパークであそべるよ。ただ、昼間は２かいでどんぶりなどかってたべるけど、げきこみ。
でも、３時くらいにけっこうすくよー。サンメドウズは急なしゃめんがあるので、そういう所
をチャレンジしたい人はオススメだよー。ただし、ときどきしゃめんがアイスバーンなので、
あたまをぶつけるよ。いたいよー。ぼくもあたまうったよー。いたいからきをつけて。 大成
荘は朝食も、夕食もおいしくてさいこうだよー。色々貸し出しもしてくれて、卓球などができ
てたのしいよー。たいせいそう大すき。
２４．２０１０．１２/１１（土）～（日） 久しぶりに来ました！大成荘！あいかわらずとても
きれいですね。私が大成荘に来るのは、これで５～６回目ぐらいです。いつもお世話になって
います！もう私の中では、おとまり＝大成荘と思うくらい私のこころの中に深くきざまれてい
ます！私が大成荘に来てからの一番の楽しみはなんといっても、ボリューム満点、おいしさ満
点の食事！です。私が夏に来た時は、かきごおりがあって、秋に来た時は、野菜の塩味てんぷ
らなど、季節によって変わるので、とても楽しみです。しかも今週から冬のメニューに変わっ
たと聞いたのでラッキーでした。大ホールでも卓球やバドミントンやピアノができてとても楽
しかったです。夕食はハンバーグに、おさしみ、芋もち、つけもの、みそしる、５色なべ、ア
ップルパイ、アップルのソースなど、今、旬の食べ物でとてもおいしかったです！やはり量が
多すぎてたべきれませんでした。今日は工作の体験で正月のかざりものを作りました。和をひ
きたてながらもバランスよく作るのが大変でしたが、貴重な体験ができて良かったです！ 夜
はこれにてしゅうりょ～♪朝のバイキングも楽しみです！

おはようございます。昨日に続

き２ページめを書かせていただきます。朝食バイキングがこの朝の楽しみです。ふわふわの玉
子焼きにかりかりのからあげ、ふわふわのパンのチーズフォンデュに小さなプリン。どれも私
の大好物で、プリンは５カップ食べさせていただきました。
（笑）これにて私の２日間の出来
事はおわりです。これからもどうぞよろしくお願いします。
（by Ｍ・Ｆ 様）
２５．あけましておめでとうございます。２０１１・１・１ 卯 今年もよろしくお願いします。
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３年ぶりに大成荘に来ました。これで大成荘に泊れるのは３回目です。今日はシャトレーゼス
キーリゾート八ヶ岳に行ってきました！気温が低く、とても寒かったけれど、思う存分スキー
を楽しめました！ スポーツの後のデザート、ケーキを食べました。安くておいしいのでとっ
ても大満足でした。(^o^)／ 大成荘のお料理はいつ来てもおいしいです☆デザート最高でした。
また泊りに来ます！
２６．新年あけましておめでとうございます。 ２０１１元旦 卯 謹賀新年 昨年はまことに
お世話になりました。本年もどうぞよろしくお願い致します。

ＭＥＳＳＥＧＥ･･･今日は

スキーをしに、八ヶ岳の大成荘に泊らせて頂きました。今回で３回目の宿泊となります。 サ
ンメドウズじゃなくて、シャトレーゼというスキー場に行かせてもらいました。デザート・パ
ンなどとてもお安い価格で販売されています。みなさんもどうぞいってみて下さい♡ 大成荘
はご飯がとてもおいしくて大好きです。明日のバイキングも超楽しみです。またここに来よう
と思います。
２７．２０１０年１１月１３日（土） 木せいキューブやりました。いがいとすぐにできちゃい
ました。まり、とうさん、かあさん、たーちゃん、じーじの５人で一泊２日で行きました。楽
しーよ！！この前来た時は、星が見れなかったので、今回は見たいです。
２８．２０１０．１１．２７・２８ 今日私は他の２組の家族できています！！東京日野市とは
ちがってとても寒かったです。 とても楽しかったです。八ヶ岳サイコー。寒いけど･･･。
（本田 愛海 様）
２９．２０１０．１２/２９ 今年も来ました！毎年必ず行きます。いつも前の日が楽しみです。
スキーもしました。

（会沢 はるか 様）

３０．２０１０年１２/２９～１２/３１日までとまる。

私はサンタさんからのプレゼントで大

成荘のチケットをもらいました。大成荘には、サンタさんからもらったものを２つもってきま
した。１つ目はキャディーバッグです。にもつがいっぱい入ったよ。２つ目ははみがきセット
です。２つとも前持っていたけど前のキャディーバッグは小さくてチョッキぐらいしか入んな
かった。けどサンタさんからもらったのはいっぱい入ったよ。よかったな～♪ あと、スキー
場にも行きました。スキー場にはいっぱい雪がつもっていて雪だるまがおなかだけつくれたよ。
弟とママは小さいゆきだるまをつくってたよ。楽しかったな～♪

（会沢 まい 様）

３１．Ｈ２２．１/２・３・４ 私は卓球とスキーが楽しかったです。一番おいしかったおやつは、
わたあめとクレープです。スキーをお姉ちゃんといっぱい練習してもっとじょうずになってき
ました。スキーをいくときにしかをみつけました。大成荘のへやにきて２１３のすずらんのへ
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やにふじさんがみえました。

（すずき はるな 様）

３２．お正月だ！スキーだぁ！新年あけましておめでとうございます。

またまた大好き大成

荘に来ました。 サンメドウズに行ってきました。小さい子がいる方々にオススメかな。コー
ス幅広いし、ソリも楽しいし。 前回はシャトレーゼにも行きました。イベントで「ソリコー
ナーでおかし配ってくれたりと、おいしいイベントでしたが、夕方は早くからカリカリ（日陰
多いし）だし、ボーダー多くて怖かった。

勝手におすすめ紹介･･･春：５月の道の駅はこ

いのぼりいっぱいでお勧め。ハイジの村も広いし、レストランのイタリアンおいしかったなぁ。
冬：ほうとうのお店 どっかＩＣの近くがおすすめ。店内、サインがけっこうあった。もちろ
ん萌木の村とかもいいよね。

卓球、混んでる時はタイマーほしいな。時間忘れてしまう！

あと、アクアリゾートのプールも水着があればいいのでは。夏行ったら、うちの家族のみでし
たが、大喜びでふやけた！すぐ温泉は入れるよ！
３３．平成２３．１/２・３・４ やっぱ今年も大成荘へ来ました！！もう常客です。スキーして
たらクタ×２です。 朝食マジウマイんですけどぉ･･･。ケド夕食がきらいな物ばかりでぇ～。
「団体棟」だったから、テレビがなくて、お風呂はもっと温度をあげてほしいです。今年で学
校が最後だから、いっそこのまま小学生がいー！チャレンジでがんばりまーす。(^^)v おなか
すいてキター。早く学校のみんなに会いたいＹＯ～♡

（野々夏 様）

３４．Ｈ２３・１月４・５・６日 私達は毎年シャトレーゼスキーリゾートに行っています。そ
して、とまる場所が大成荘で～す。大成荘の朝食と夕食はどっちがいいですか？私はやっぱり
朝食かなあ？だって夕食は量が多いし、それにくらべて、朝食は好きなだけ好きなものをとれ
るからさぁ！それからスキー場で２２回今日はすべったよ～。わたしの弟と競争して１回差で
勝った♡来年もよろしくお願いします。
３５．２０１０・１２/２５ きてみたらびっくり！ 雪がつもってた。寒かったよ！つららもあ
った。とっても楽しかったです。
３６．大成荘のメシうめー。サイコー！！とくに朝がね。
３７．Ｈ．２２．１２．３１ ２０１０年にさよなら～。 僕はツルタハゲオ君です。冬に旅行
するといったら、やっぱりスキーしかないでしょう。君もスキーへ行きましょう。
３８．２０１１．1 月 26 日 今年初の！ ☆はじめましてぇ～♡ 久しぶりに来て、なんかすご
く「なつかしい。
」って思いました♡ 5 年生の時以来なんでやばーい。3 日間楽しみます。あ
と、スキーもガンバルンバ(^。^)
３９．☆やっほ～∮ 5 年生以来の「大成荘」で、なついよ…。スキーとかやったことな～いから、

-8-

ガンバロ！うえ～～い♡♡ いい感じです∮ ｂｙ momoka
４０．スキーつかれた
４１．私たちは中１。そう、とある中学校の中１です。2 泊 3 日に来ました。スキーうまくできる
かな？？まあー。がんばっちゃおー。
４２．今日はスキー教室にきましたぁ～！もうすぐスキー教室だー！ 帰ってきたらジュース♡
４３．2011 年 1 月 27 日（木） よるにこんにちは～♡

momoka です♡ 現在夜の 10 時 4 分です。

消灯は 10 時です･･･（汗）もうねよっと！明日は最終日。スキーがんばって東京帰ろっと☆
４４．Ｈ２３ねん１がつ２６にち スキー教室だぁ～～ 楽しいなぁ♡ 大成荘の料理がごうかで
すねえ♡ おなかがパンパン！ サンメドウズスキー場に行きました☆ 一日ですべれるよお
になっちゃった☆ 日野第三中学校の人ゎいつでも元気でっす(^。^) 部屋はいつでも静かに
なりません。結局寝るのはいつになることやら･･･。みなさん好きな人いますか？ うちわい
ますよ♡ ＶＤがバースデーなの！ ＶＤはもうすぐです。 あげる人はたくさんいますよ。
ＴＶがあるのに使えない悲しみ･･･。電話もあるのになぜ･･･（涙） 夕食の量がおおいですね
ぇ（笑）大変だぜ☆みなさんこれからもがんばりましょぉ！
４５．平成２３ねん January ２６＆２７＆２８

はるかで～すっ☆

大成荘めっちゃ楽しい

んですけどっ♡ （笑） だってさぁ･･･♡ ごはんがおいしーんだも～～ん♡ あのねぇ、たま
ご焼き、やばかった♪ ウインナーも♪ めっちゃねぇ、あの、うん、うまかったよ☆

あ

のね～！スキー行ったの サンメドウズってとこよ♡ すんげぇ、すべれた･･･気がした♡ め
っちゃ寒かったけど～～ つかれた･･･し おもしろかったよ☆ じゃあ、また来るね
４６．２０１１ねん１がつ２８にち Ｆriday 私は２６・２７・２８と、この大成荘を使わせて
もらいました。食堂でのゴハンおいしかったです！ でも個人的リクエストとしては私は魚が
苦手なので、魚ぬきでイイカモ。 そうそう、私は全然スキーやったことなかったけれど、移
動教室でスキーをやってみてすっごーい楽しかったデス。まだ泊まりたいけど、もう帰らねば
っ！ では、さようなら。また、来たくなりました。3 日間おせわになりました。本当にあり
がとうございました。
４７．２０１１ねん２がつ５か（ど） はんとしぶりの大成荘！ １泊 2 日だ～。もっととまり
た～い！ しかも、初めてここに来たときが かえで だったので、ちょ～ひさしぶりにこの
へや！やーなつかしい。なつかしい。
（おばさんかっ！） やっぱり卓球はたのし～！１時間
やっちゃった～！ 今日はシャトレーゼにいきました。最初、ちょっと急でこわかった。最後、
ぜんぜんラクしょ～でした。 テレビみてます。今９時。こうしながら家族トランプしてる～。
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大成荘で友に会った。そのあといっしょにたっきゅうした。
４８．２０１１年１月６日（木） 昨日から１泊。大成荘は２回目です。スキーは楽しいですね
～。今日もスキーをします！大成荘の朝食、おいしかったです。
４９．めっちゃイケメンいたぁー♡ 青と赤のウェアの人。やばいし。でも、スキーがすごい爽快
感がはんぱなかった。明日で帰ってしまうので、めっちゃ残念だった。

午前中は、かな

り天気が晴天だった。思いっきり日焼けしたし･･･。でも、すっごーーい楽しかった。明日は
ころばないぞ！！

午前はすっごい青空だったからメッチャ楽しく気持ちよくすべれ

た！！風も全然ないし、雪もフワフワ♡♡ 上のコースに行った時見た、富士山が見とれるほど
きれいだった。午後は少し雪が降ってきて、雪も固くなっちゃったけど、あの爽快感はサイコ
ー！明日、帰るのヤダー。

スキー教室最高！！めっちゃ良い思い出が完成したよ♡ ス

キー場の高い所からは、山梨県の富士山が見えました☆ でも、静岡県の方がきれいかも！？
スキー教室とっても楽しかった。昨日よりもたくさんすべることできたし、もーウレシ♡食事
もおいし～♡

みんな明日帰るのヤダって（笑）もちろん私も。明日は思いっきり、はじ

けちゃおう。カップルもできたし･･･♡ みんながんばろう NE♡ fight でわ Good night
５０．２０１１．２．５（１泊） こちら側の部屋はやはりいい！ 夜空が素敵！！ 星いっぱ
い！！空が近い。地球の上近くを見ているようだ。

皆様、お風呂を使った後は、おけの湯

をすてて軽くゆすいで、まわりにも湯で流してから出るようにしませんか！？（ちなみに、男
の方はきちんとしているみたい！！女児、女性がんばろう）あとから使う人のことも頭にいれ
て。マナーです。あと、トイレのスリッパもね（そろえよう～）大事なこと！！

スタッフ

の皆様が宿泊の方へのサービスすごいです！！先週は工作、今週は映画会と多忙の中のサービ
スに頭がさがります。いつもありがとうございます。

（南平 Ｋ 様）

５１．大成荘のカレーはめちゃ×２うまいでやんす。職員の方々は、とてもきれいですね。
（ｂｙ
貴志 様）

大成荘からみえる景色は僕の心を魅了してくれて、今日はいつもよりはやくね

んねできました。（ｂｙ たかひろ 様）
the many star. By kyoko

Ｍｙname is Kyoko. I Like TAISEISO. Look

ここのカレーはおいちい。今日はママにだっこされてきました。

明日はブーブーで帰りまーす。（ｂｙ トイレの神様）

サンドウィッチマンうける。

（ｂｙ エンタの神様）
５２．２０１１．１．２９ 雪が降り、とてもいい雪質でした。朝、富士山がこの部屋から見え
ます！！素敵☀ 夜は星がきれいだし☆ 昨年来たときと、スタッフが違う？？指定管理人の
人変わったのかな？？･･･。前より人少ないし･･･。大ちゃんというワンちゃんもいないし･･･。
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さびしいな～。

（南平 Ｋ 様）

５３．大成荘は安いし、楽しいし、とてもとまりやすいです。また、次もきます。よろしくお願
いします。
５４．Ｈ２３（２０１１．２．１２．土）

里地家 へやちょ～広い！！ ゆったりできる！

楽しいところたいせいそう！
５５．里地家１同。じじ、ばば、父、母、子 子の里地ようか で～す！何回も来ていますが、
やっぱり広―くて、ゆったりできてい～なあ～と、いつも思います！料理もおいしいし！
５６．１･２６ （水） 今日はバスに乗っていたら同級生らしき人がうちたちが乗ってるバスに
○○を○○ました。○○です。今、書いてる時間は６：１４分１２秒です。はやく夕食たべ
たーい！！ スキーではころびまくりました。
５７．１月２９日 今日はサンメドウズというスキー場に行きました。いっぱいコースをすべり
ました。ソフトクリームを食べました。すごくおいしかったです！！また行きたいです。
５８．夜ごはんはデザートが一番おいしかった。スキー楽しい！！
５９．朝 ４時半に起きスキーをした。６時間程滑り、足が痛くなった。
６０．ＴＶで清里のソリゲレンデが放送されていたので、近場の宿を探しました。３０数年住ん
でいた日野市の保養所を思い出し、今回こちらに寄せてもらいました。
（２０１１ ２/１４
～１５）こちらのことは幼なじみの鈴木さんの奥さん（最初のページの方）に、それとなく
聞いていました。彼女の言ってたとうりきれいな所でした。やはり料理も食べきれないくら
いで good でした。
６１．スキー教室きたぜーぃ♡ Enjoy します。ぜったい。みんなぁぁぁ！！のってこーぜー 私
は今、みんなの真ん中で１人でテンションを上げてます。♡♡ でも、熱があるのでおさえ気
味です。では、バトンタぁぁっち。

トランプやりたぁい(^。^)てか、スキー楽しみぃ♡

あーおなかすいたぜ。Ａちゃんひどい(-.-)なにが書きたいのか分からないのだけど。 そ
んじゃあ次の人いくぜ(*^_^*)ｷﾗｰン

また私です。お元気ですかぃみなさん。１５分ぐ

らい前の私よりテンションあげあげです。ＵＮＯをします。いいカードがあんまり。
。
。静か
です。またまた私です。スキー行ってまいります。それじゃあ １２：５０

ただいま

んもす。今おきがえちゅう♡ レロレロレー。 手をつなぎたいだけの愛だから、素直にな
れるよー♡ となりうるさいよ。ＵＮＯやってます。Ａちゃんうるさい。Ｔさん しずか。
テンション低い。今日、スキー楽しかった(*^_^*)
たくないよう(;_;)
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もう２日目終わる～。いやあ～帰り

